
創業133年の伝統を誇る、世界で最も権威ある鳩界誌新聞社「ド・ダイフ」がその総力を結集し、世界最高ラン

クの若鳩オークションを実現しました。それがこの G10、ゴールデン・10 です。ゴールデン・10 は誰もが成しえな

かった夢の競売です。ベルギー、オランダの最強鳩舎がそれぞれの代表鳩の直仔や兄弟を各 8 羽づつ厳選し

て参加する競売です。 

 今年 11 月 13、14 日の土日両日に行われます。チャンピオン商事㈱では皆様の奮ってのご参加を募集致しま

す。本競売にご参加ご希望の方は、指値を日本円またはユーロでお申し込み下さい。指値は、競売順であれば、

第一、第二希望等指定できます。 ※全競売鳩の写真はド・ダイフ又は弊社HP からご覧になれます。 

 落札鳩は本州であれば、ゆうパック（ドア・ツー・ドア）、本州以外は空港止めにて全国に発送可能です。 

 ※今年12月/頃に落札鳩は欧州から（※ポルトガル検疫所経由で）日本へ輸入再開される確率が高まってきま

したため、急遽、弊社から吉原、島村が渡欧し、本競売に参加することに決めました。 

正確な情報につきましては、随時HP 等でお知らせさせて頂きます。ご確認下さい    島村 

   

 

 

チャンピオン商事㈱ ChampionTrade,.co.ltd 
〒353-0002 埼玉県志木市中宗岡 2-23-8 

TEL048-485-9671 携帯 090-3086-3176（島村） 
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ご挨拶 

 

この度、第9 回ゴールデン・10 が 11 月13 日/14 日に開催されます。  

本競売はすでに世界的に高い評価を得ているユニークなイベントです。 

前回第8 回のゴールデン・10 はコロナ禍の制限によりインターネットで競売にかけられました。 

多くの人々の心配をよそに、第8 回ゴールデン 10 は大成功を収めました。 

 

しかし、我々は第8 回（インターネット）競売には「魂」が欠けていたと思います。 

それゆえ、我々は再び、第9 回本競売は会場ライブにて開催することを決めました。 

 

19 の現代の最強鳩舎からそれぞれ最高の若鳩8 羽が提供されます。 

全て N 総合優勝、N エース鳩の兄弟姉妹や実績ある種鳩の直仔です。 

大部分の鳩はこの競売のために周到に準備され、丁寧に作出された鳩です。 

もちろん 2021 年シーズンに最高のレーサーから生まれた夏/遅生まれもおります。 

 

ゴールデン 10 で購入された鳩から数多くの優勝鳩やＮエース鳩が誕生していることが、議論の余地ないクオ

リティの証明です。 

 

本競売にはこの競売でしか購入出来ない貴重な配合の鳩が多く含まれます。 

まさに成功への大きなチャンスです。 

 

競売鳩は、熱狂の場となる恒例の、ホテル・ノービス・アステンで公開展示致します。 

アイデアと情報交換の絶好の機会として、もちろん鳩のクオリティを判断する為にご利用下さい。 

 

 

 

                                  ド・ダイフ紙代表 ヤン＆リック・ヘルマンス 

 

 

 

 

 

    

    



    

    

    

競売第競売第競売第競売第 1111 日日日日    （（（（11111111 月月月月 13131313 日土曜日日土曜日日土曜日日土曜日））））    

    

 

【1】“ゾーン・バルセロナ・コッペル”ＮＬ21-1261841 ＢＣＷ ♂ コール・デハイデ作  

父)バルカ・986 ＮＬ15-3515986  ＢＣ Ｃ．デハイデ作翔 バルセロナＮ4,477羽中総合17位、同ＩＮ 

12,315羽中総合25位、バルセロナＮ4,920羽中総合8位、同ＩＮ16,485羽中総合48位で、20～21年バ 

ルセロナ国際エース鳩第1位 

 祖父)ＮＬ05-0522541 ＢＣ Ｃ．デハイデ作 異父姉／クィーン・トニー バルセロナＮ13,066羽中総 

合優勝、同25,835羽中総合4位 ゾーン・バルセロナ・ダィフ×シウン・ハイデ 

 祖母)エリー ＮＬ10-3039409 ＤＣ Ｌ.プルイゼン作翔 ベルジェラック1,191羽中優勝、同4,096羽中 

6位、カオール10,624羽中総合255位 Ｃ．デハイデのカルカゾンヌ直仔×プルイゼン作デハイデ 

母)ヴァイオレット・バルセロナ ＮＬ15-3515965 Ｂ Ｃ．デハイデ作翔 リモージュ478羽中12位、バル 

セロナＮ4,477羽中総合26位、同ＩＮ12,315羽中総合39位他同Ｎ3,912羽中総合135位、同Ｎ4,129羽中 

総合183位、ペルピニャンＮ3,778羽中総合116位、同Ｎ4,278羽中総合222位で、2年バルセロナＮエ 

ース鳩第2位 

祖父)ゾーン・ドン・ミッシェル ＮＬ99-3959107 ＢＣ Ｃ.デハイデ作 直仔／バルセロナＮ5,423 羽中総 

合24 位、同ＩＮ30,669 羽中総合31 位、ペルピニャンＮ6,414 羽中総合42 位位位位、同Ｎ6,414羽中総合 

227位他直仔／15年バルセロナＩＮ19,089羽中総合95位 ドン・ミッシェル×ド・ペルピニャン・ド 

ィビン・500    

祖母)ＮＬ07-1838400 ＤＣ 種鳩 直仔／バルセロナＮ7,046 羽中総合94 位、ペルピニャン301 羽中 

 優勝、同Ｎ5,607 羽中総合74 位、バルセロナＮ6,392 羽中総合100 位他 ゾーン・クランパー×アン 

 ネット(バルセロナＮ7,489羽中総合優勝、同ＩＮ25,835羽中総合2位) 

 

 

【2】“ドホテル・ジルベレン・コッペル”ＮＬ21-1261826 ＢＣ ♀ コール・デハイデ作※バルセロナ・ペア直仔 

父)バルト ＮＬ16-3618150 ＢＣ ヤンセン共同鳩舎作翔 バルセロナ4,477 羽中総合2 位、同ＩＮ12,315 

羽中総合3 位、マルセイユＮ2,735 羽中総合18 位 

 祖父)バルトの父 ＮＬ14-3435835 ＢＣ フラン・ヤンセン作 両親共ヤンセン×コール・デハイデ 

 祖母)バルトの母 ＮＬ15-3534547 Ｂ ヤンセン共同鳩舎作 両親共ヤンセン×コール・デハイデ 母は 

バルセロナＮ総合34、37 位 

母)ブルー・ドリーム ＮＬ12-3220448 Ｂ Ｃ．デハイデ作翔 15年バルセロナＮ5,183羽中総合2位、同ＩＮ 

19,089羽中総合4位、マルセイユＮ4,899羽中総合155位 

祖父)ヨンゲ・ドン・ミッシェル ＮＬ08-3818593 ＢＣ Ｃ．デハイデ作翔 バルセロナＮ7,046羽中総合94 

位、同Ｎ6,392羽中総合100位、ペルピニャン381羽中優勝、同Ｎ4,978羽中総合17位他ベルジェラ 

ック入賞 バルセロナZLU3 年間のN エース鳩第1 位 ドン・ミッシェル×ＮＬ07-1838400    

 祖母)ＮＬ09-3959144 ＢＣ Ｃ.デハイデ作翔 ベルジェラック4,096羽中総合13位 マルティン×ペ 

ルピニャン・ドファーの孫 

 



 

【3】ＮＬ21-1261836 ＤＣ ♂ コール・デハイデ作 

父)ゾーン・ドン・ミッシェル ＮＬ14-3423500 ＤＣ Ｃ.デハイデ作 

祖父)ドン・ミッシェル ＮＬ96-9659671 ＢＣ ペルピニャンＮペルピニャンＮペルピニャンＮペルピニャンＮ3333回入賞内回入賞内回入賞内回入賞内5,4795,4795,4795,479羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合17171717位、同Ｎ位、同Ｎ位、同Ｎ位、同Ｎ7,1957,1957,1957,195    

羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合21212121位他、同ＩＮ位他、同ＩＮ位他、同ＩＮ位他、同ＩＮ18,42618,42618,42618,426羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合41414141位位位位、同ＩＮ16,025羽中総合60位他、ダックスＮ3回入 

賞内3,755羽中総合39位、同Ｎ5,617羽中総合58位他 ダックス、マルセイユ各ダックス、マルセイユ各ダックス、マルセイユ各ダックス、マルセイユ各3333年エース鳩第年エース鳩第年エース鳩第年エース鳩第1111位位位位 

 祖母)ＮＬ10-3021354 ＤＣ Ｃ.デハイデ作 ブーメラン×モーイ・ズワルトの娘 

母)スマーラグド・018 ＮＬ15-3516018 Ｂ Ｃ．デハイデ作翔 ペリギューN(S1)4,921羽中総合10位、全13,348 

羽中総合17位(分速851メートル)、バルセロナＩＮ15,981羽中総合22位他 異母姉／ブルー・ドリーム 

15年バルセロナＮ5,183羽中総合2位、同ＩＮ19,089羽中総合4位、マルセイユＮ4,899羽中総合155位 

祖父)ヨンゲ・ドン・ミッシェル ＮＬ08-3818593 ＢＣ Ｃ．デハイデ作翔 バルセロナＮ7,046羽中総合94 

位、同Ｎ6,392羽中総合100位、ペルピニャン381羽中優勝、同Ｎ4,978羽中総合17位他ベルジェラ 

ック入賞 バルセロナZLU3 年間のN エース鳩第1 位 ドン・ミッシェル×ＮＬ07-1838400    

  祖母ＮＬ08-3818699 ＢＣ  Ｃ．デハイデ作 種鳩 姉妹／500 ペルピニャンＮ総合17、59位 孫／ 

ボルドーＮ総合優勝 カオール4,939羽中総合優勝、ナルボンヌＮ総合6位 コック(デヴィールト・コ 

ール・デハイデ系)×ペルピニャンの娘 

 

 

【4】“ドホテル・アジャン”ＮＬ21-1261798 ＢＣ ♀ コール・デハイデ作 

父)ド・アジャン ＮＬ16-3521456 ＢＣ コール・デハイデ作翔 アジャンＮ6,379 羽中総合優勝 

 祖父)ゾーン・ドン・ミッシェル ＮＬ14-1147254 ＤＣ Ｃ.デハイデ作 ドン・ミッシェル×超銘鳩ブ 

ーメランの娘 

 祖母)ミス・オレンジ ＮＬ09-4775716 ＢＣ Ｈ.ムルダー父子作翔 オレンジＮ4,307羽中総合優勝 

母)ドホテル・ドン・ミッシェル ＮＬ14-1147255 ＤＣ C.デハイデ作 

祖父)ドン・ミッシェル ＮＬ96-9659671 ＢＣ ペルピニャンＮペルピニャンＮペルピニャンＮペルピニャンＮ3333回入賞内回入賞内回入賞内回入賞内5,4795,4795,4795,479羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合17171717位、同Ｎ位、同Ｎ位、同Ｎ位、同Ｎ7,1957,1957,1957,195    

羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合21212121位他、同ＩＮ位他、同ＩＮ位他、同ＩＮ位他、同ＩＮ18,42618,42618,42618,426羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合41414141位位位位、同ＩＮ16,025羽中総合60位他、ダックスＮ3回入 

賞内3,755羽中総合39位、同Ｎ5,617羽中総合58位他 ダックス、ペルピニャンダックス、ペルピニャンダックス、ペルピニャンダックス、ペルピニャン各各各各3333年エース鳩第年エース鳩第年エース鳩第年エース鳩第1111

位位位位 

 祖母)ＮＬ10-3021354 ＤＣ Ｃ.デハイデ作 ブーメラン×モーイ・ズワルトの娘 

 

 

【5】“ゾーン・ムスタング”ＢＢＢＢ21-6138372 ＢＣ ♂ ホック・ジョス・フェルカメン作 ※ムスタング近親 

父)ムスタング Ｂ14-6175237 Ｈ.ジョス・フェルカメン作翔 シャトローＮ526Ｋ22,818 羽中総合優勝 同 

33,018 羽中最高分速 直仔／リリー アルジャントンＮ555Ｋ13,730 羽中総合3 位、ミス・ムスタング 

シャトローＮ4,641 羽中総合3 位 兄弟／コブラ ポーランド委託最終レース8位、同エース鳩第5位 

 祖父)トリスト Ｂ09-6248087 バルコ×キティ 

 祖母)レトラ Ｂ12-6196107 エレクトロ×グローリア 

母)ファンタ Ｂ18-6020277 ＢＣ Ｈ.Ｊ.フェルカメン作翔 イソウドゥンＮ504Ｋ11,465 羽中総合2 位、 

同全19,713 羽中第2 分速 メルン762羽中3位他 

祖父)スーパー・エレクトロ Ｂ15-6026571 ＢＣ 両親共Ｈ.Ｊ.フェルカメン作翔 イイイイソウドゥンＮ504Ｋ 

11,405羽中総合2位、直仔／ラス・ヴェガス リモージュＰ672Ｋ1,253羽中総合3位 兄弟／エレク 

トロ・ジュニア シェブラン354Ｋ480羽中優勝、同418羽中優勝、ノワイヨン208Ｋ393羽中優勝、 

同278羽中優勝勝勝勝他 エレクトロ×デルフィーネ  

 祖母)リリー Ｂ15-6026002 Ｂ 両親共Ｈ.Ｊ.フェルカメン作翔 自身／アルジャントンＮ555Ｋ13,730 

羽中総合3位、同Ｎゾーン3,961羽中優勝 ノワイヨン208Ｋ810羽中優勝、同492羽中優勝 ムスタ 

ング×ポリーナ 

 



 

 

【6】Ｂ21-61338432 ＢＣ ♀ ホック・ジョス・フェルカメン作  

父)エレクトロ・ジュニア Ｂ16-6032012 ＢＣ フェルカメン作翔 シェブラン354Ｋ480羽中優勝、同418羽 

中優勝、ノワイヨン208Ｋ393羽中優勝、同278羽中優勝他でKBDB中距離Ｎエース鳩5位 同腹／ディ 

ディ メルン310Ｋ832羽中優勝他 

 祖父)エレクトロ Ｂ08-6174630 ＢＣ Ｈ.Ｊ.フェルカメン作 孫／17 年ブリュッセル・オリンピアー 

ド長距離代表候補 直仔／ブロア462ＫＩＰ1,519 羽中優勝、モンリュソンＮ17,865 羽中総合9 位、 

エクストリーム×Ｂ05-6116293    

祖母)デルフィーネ Ｂ11-6282004 ＢＣ Ｈ.Ｊ.フェルカメン作翔 モンリュソンＮ22,875 羽中総合62 

 位 直仔／スープ1,595 羽中優勝、同1,051 羽中優勝、アルジャントンＮ4,582 羽中20 位、シャトロ 

ーＮ19,691 羽中総合53 位、他優勝鳩２羽        マンボ(アルジャントン555Ｋ419羽中優勝、同Ｎ21,092 

羽中総合14位)×ビューティ(アルジャントンＮ555Ｋ30,045羽中総合第2分速2位) 

母)シヴァ Ｂ12-6196425 Ｈ.Ｊ.フェルカメン作 直仔／プラダ シャトロー526ＫＮ25,710羽中総合5位、 

同581 羽中優勝、ブールジュＮ479Ｋゾーン6,802 羽中86 位 セプテンバー グレＮ11,894 羽中総合 

36 位、同Ｎ2,429 羽中2 位(別レース) トータル ベルジアン・マスター・エース鳩4 位 姉／ラティ 

ナ    ブロアＳＮ462Ｋ1,165 羽中総合優勝他他他他    

 祖父)エレクトロ Ｂ08-6174630 ＢＣ Ｈ.Ｊ.フェルカメン作 別記参照    

 祖母)グロリア Ｂ06-5270117 Ｂ 孫／パウロ ブロア1,519羽中優勝 ポルト×ビューティ    

 

 

【７】“ゾーン・サムスン”Ｂ21-6138411 Ｂ ♂ ホック・ジョス・フェルカメン作    

父)サムスン Ｂ15-6026082 ＢＣ Ｊ.フェルカメン作翔  スープ357Ｋ9,294 羽中最高分速優勝、アルジ 

ャントンＮ4,582 羽中総合20 位 

祖父)エレクトロ Ｂ08-6174630 ＢＣ Ｈ.Ｊ.フェルカメン作 孫／シャトローＮ33,018 羽中最高分速 

総合優勝、他17 年ブリュッセル・オリンピアード長距離代表候補 直仔／ブロア462ＫＩＰ1,519 羽 

中優勝、モンリュソンＮ17,865 羽中総合9 位、、、、エクストリーム×293    

祖母)デルフィーネ Ｂ11-6282004 ＢＣ Ｊ.フェルカメン作翔 モンリュソンＮ22,875 羽中総合62 

 位 直仔／スープ1,595 羽中優勝、同1,051 羽中優勝、アルジャントンＮ4,582 羽中20 位、シャトロ 

ーＮ19,691 羽中総合53 位、他優勝鳩２羽 マンボ×ビューティ    

母)プリンセス・バルコ Ｂ17-6025104 Ｂ Ｈ.Ｊ.フェルカメン作翔 リモージュＮ672Ｋ15,981 羽中総合 

6 位、アルジャントンＮゾーン555Ｋ4,350 羽中30 位、同278羽中3位(別レース)、同Ｎゾーン1,547 

羽中96位(別レース)、シェブラン354Ｋ1,654羽中2位、同1,071羽中2位、モンリュソン555Ｋ174 

羽中2位、メルン310Ｋ4,902羽中47位、同1,182羽中19位、チュール657ＫＮゾーン885羽中23位、 

ブロア462Ｋ359羽中5位 

 祖父)ヤング・バルコ Ｂ12-6327526 Ｂ Ｈ.Ｊ.フェルカメン作 バルコ×キティ 

 祖母)エンマ Ｂ14-6175008 ＢＣＷ Ｈ.Ｊ.フェルカメン作 孫／ローズ シャトローＮ526Ｋ17,281羽 

中総合3位、シュガー Ｎ総合2位 アルキス×シャキーラ 

 

 

【8】“ドホテル・ドンナ”Ｂ21-6138471 Ｂ ♀ ホック・ジョス・フェルカメン作 異母兄弟／ブールジュＮ

479Ｋゾーン7,514 羽中88 位、シャトローＮ526Ｋ17,281 羽中総合120 位 イルケ シャトロー1,563 羽中

優勝、同Ｎ4,641羽中総合2位他 

父)ヤング・ムスタング Ｂ15-6026285 ＤＣ Ｈ.Ｊ.フェルカメン作 

 祖父)ムスタング Ｂ14-6175237 フェルカメン作翔 シャトローＮ526Ｋ22,818 羽中総合優勝 

祖母)ミス・ユニバース Ｂ07-6221587 ＢＣ 孫／グスト ブールジュＮ477Ｋ5,9243羽中最高分速総合優 

勝他    ベッカム×レディ・デロレス 



母)オリンピック・ラ・ドンナ Ｂ18-6020283 Ｂ Ｈ.Ｊ.フェルカメン作翔 リモージュＮ672Ｋ15,979 羽 

中総合3 位、メルン310Ｋ2,759 羽中優勝、同4,423 羽中10 位、同762 羽中7 位、シャトローＮ526Ｋ 

3,618 羽中10 位、イソウドゥンＮ504Ｋ3,127 羽中17 位、同Ｐ2,147 羽中17 位(別レース)、シェブラン 

354Ｋ848羽中4位他で21年オリンピアード・オールラウンド鳩 20年ベルギー最優秀オールラウンド鳩 

 祖父)ボレロ Ｂ15-6026441 ＤＣ Ｈ.Ｊ.フェルカメン作 ダッジ×ラ・ストラーダ 

 祖母)ラ・ペルラ Ｂ12-6196185 ＢＣ 両親共Ｈ.Ｊ.フェルカメン作翔 グレＮ2,656 羽中優勝 ハンタ 

ー(ブールジュＮ479Ｋ20,544 羽中総合38 位)×ラ・ボンバ(メルン3,278 羽中最高分速) 

 

 

【9】“ベスト・ゴールデン・ハリー ”ＮＬ21-1302150 Ｂ ♂ ヤン・ホーイマンス作   

父)ニュー・ハリー ＮＬ14-1219811 ＢＣ ヤン・ホーイマンス作  PIPAランク若鳩Ｎエース鳩第1位 ニ 

ールグニース14,737羽中総合優勝、ポン・サン・マクサンス12,894羽中総合優勝、メルン1,046羽中優 

勝他 トロイ6,390羽中総合9位 兄弟／キェブラン11,337羽中総合優勝、同3,513羽中優勝、セザンヌ 

740羽中優勝他    

祖父)ビューティ・ハリー ＮＬ12-1784621 ＢＣ Ｊ.ホーイマンス作  

 超銘鳩ハリー×ビューティ・576 

 祖母)スターアイ ＮＬ10-1881869 Ｃ.ファンデヴェーテリング作 直仔／アッセ・ゼリンク1,897羽中優勝、 

  ニールグニース455羽中優勝    両親バース作 フローム150×リヒテ・スーパーチェ 

母)シスター・ハリー ＮＬ11-1912655 Ｂ Ｊ.ホーイマンス作 全兄弟／超銘鳩ハリー ブロアＮ546Ｋ5,653 

羽中総合優勝、同37,728羽中最高分速 シャトローＮ611Ｋ5,979羽中総合優勝、同22,340羽中最高分速  

シャトードゥン500ＫNU21,520羽中総合3位他  

 祖父)ヨンゲ・ブリクセン Ｂ01-3266512 ＰＢ ガビー・ファンデンアベール作 ブリクセン(ポアチエ1,448 

羽中優勝、シャトロー4,662羽中総合2位他 コロネル×リタ)×ドロレス(基礎鳩ヴィッテンブィクの娘) 

 祖母)ディルクイェ ＮＬ05-1936558 ＢＣ Ｇ.コープマン作 超銘鳩クライネ・ディルク(98年世界選手 

  権若鳩第５位、99年Ｎエースピジョン第１位 NPOトロイ17.884 羽中総合優勝、NPOブールジュ 

  Ｎ7.165 羽中総合優勝、マーゼイク3,522羽中優勝、ロンメル495羽中優勝、ベーク443羽中優勝) 

×アモーレ(03年オリンピアード代表 長距離Ｎエース鳩第1位) 

 

 

【10】“ボス・ウォッチャー・2.0” ＮＬ21-1301952 ＢＣ ♂ ヤン・ホーイマンス作  

父)デン・ボス・ウォッチャー ＮＬ17-1410366 Ｂ.ファンデンベルヘ作翔 ポーＩＮ13,176 羽中総合2 位、 

 アジャンＩＮ11,572 羽中総合6 位、ペルピニャンＮ3,915 羽中総合16 位、イソウドゥンＰ総合5位 

 祖父)ブラザー・ハリー ＮＬ13-1394358 ＢＣ 兄弟／超銘鳩ハリー他 別記参照 

 祖母)ドリーム・ペアの娘 ＮＬ13-1390395 シネレン夫人母子作 Ｋ.ボスア×コープマン  

母)ドーター・ニュー・ハリーＮＬ19-1023864 ＢＣ ヤン・ホーイマンス作 姉妹／ブルー・ニュー・ハ 

リー メルンNPO7,140羽中総合2位、ブールジュNPO5,266羽中総合4位  

祖父)ニュー・ハリー ＮＬ14-1219811 ＢＣ ヤン・ホーイマンス作  PIPAランク若鳩Ｎエース鳩第1位 

 ニールグニース14,737羽中総合優勝、ポン・サン・マクサンス12,894羽中総合優勝、メルン1,046羽 

中優勝他 トロイ6,390羽中総合9位 兄弟／キェブラン11,337羽中総合優勝、同3,513羽中優勝、セザ 

ンヌ740羽中優勝他 ビューティ・ハリー×ステレイエ  

祖母)シスター・ハリー ＮＬ09-1375422 ＢＣ 直仔／ニールグニース4,187 羽中総合優勝、アッセ563 羽 

中優勝、デュッフェル402 羽中優勝、モルリンコート145 羽中優勝 兄弟／ハリー  ブロアＮ546Ｋ 

5,653 羽中総合優勝、同37,728 羽中最高分速 シャトローＮ611Ｋ5,979 羽中総合優勝、同22,340 羽 

中最高分速 シャトードゥン500ＫNU21,520 羽中総合3 位 Ｎエース鳩第1 位 ヨンゲ・ブリクセン 

×ディルクイェ 

 

 



【11】“ゴールデン・ファイヴァリー” ＮＬ21-1302971 ＢＣ ♂ ヤン・ホーイマンス作  

父)ヴィクター・ハリー・274 ＮＬ20-1608274 ＢＣ Ｊ.ホーイマンス作翔 シャトローＮ8,075 羽中総合 

 優勝、アッセ10,863 羽中総合5 位他  

 祖父)ダーク・ヴィクター・ハリー ＮＬ16-1663251 チーム・ホーイマンス作翔 ポン203羽中優勝他 

  クラブ中距離エース鳩1位 ハリーの孫 

 祖母)ブルー・ブラーヴェ・ドリーム・アイ ＮＬ17-1411146 Ｂ ブルー・ブラーヴェ×ドリーム・アイ 

母)オリンピック・リーケ ＮＬ18-5002454 チーム・ホーイマンス作翔 ビエルジュ3,259 羽中優勝、レシ 

ネス1,472 羽中優勝、同4,097 羽中3 位、セザンヌNPO11,709 羽中総合2 位、ロワイエNPO5,996 羽中 

総合7 位他でオリンピアード短距離代表 

 祖父)ニュー・ハリー ＮＬ14-1219811 ＢＣ ヤン・ホーイマンス作  PIPAランク若鳩Ｎエース鳩第1 

位 ニールグニース14,737羽中総合優勝、ポン・サン・マクサンス12,894羽中総合優勝、メルン1,046 

羽中優勝他 トロイ6,390羽中総合9位 兄弟／キェブラン11,337羽中総合優勝、同3,513羽中優勝、 

セザンヌ740羽中優勝他    ビューティ・ハリー×スターアイ    

 祖母)デンティスト・レディ ＮＬ15-1886216 ＢＣ ヴィレム・ドブルイン作 ドラス×シャロニー 

 

 

【12】“スペシャル・ボーイズ・ゴールド”ＮＬ21-1302841 Ｂ ♀ ヤン・ホーイマンス作 

父)スペシャル・ボーイ ＮＬ16-1663249 Ｊ.ホーイマンス作翔 イッソウドゥンＮ14,785 羽中総合2 位、 

 セザンヌNPO11,775羽中総合3位、ポン・サン・マクサンンスNPO5,658羽中総合6位、同15,344羽中 

 総合80 位、同1,207 羽中2 位他、同377 羽中3 位、シャトローNPO2,796 羽中総合7 位(同Ｎ8,435 羽中 

総合12 位)、同NPO  2,863 羽中総合8 位、同NPO5,032羽中総合20位、メルンNPO7,140羽中総合10 

位、同3,447羽中15位、ファイ＝オー＝ロジュNPO4,050羽中総合16位、アッセ10,863羽中総合17 

位、同1,000羽中10位、レシネス4,097羽中2位、同822羽中6位、モルリンコート1,555羽中5位、 

ニールグニース2,986羽中10位、ペロンヌ4,093わちゅ17位、ナントィル3,607羽中17位、キェブラ 

ン4,121羽中27位、ヴィエルゾンＮ11,211羽中総合98位 ※上位１％内入賞成績のみ 

 祖父)ストロング・トリルボーイ ＮＬ13-1091818 Ｃ.ファンドヴェーテリング作翔 レシネス10,082 羽 

中総合優勝、ニールグニース4,187 羽中優勝、ラオン2,218 羽中優勝、テッセンデルロー1,548 羽中優 

勝 スーパー種鳩 直仔／第7 地区NPO 中距離エース鳩第1 位、オリンピアード中距離代表、PIPA 

中距離Ｎエース鳩第7 位、WHZBＮエース鳩第12 位、ルッカライク・スーパー・ディッケ(連盟エー 

ス鳩3位)×スター(スター共同鳩舎作翔) 

祖母)シスター・ハリー ＮＬ13-1395512 ＢＣ ホーイマンス作 全兄弟／超銘鳩ハリー ブロアＮ546Ｋ 

5,653羽中総合優勝、同37,728羽中最高分速 シャトローＮ611Ｋ5,979羽中総合優勝、同22,340羽中 

最高分速 シャトードゥン500ＫNU21,520羽中総合3位他 ヨンゲ・ブリクセン×ディルクイェ  

母)シスター・ブラーヴェ・ハリー ＮＬ17-1410352 Ｊ.ホーイマンス作 兄弟／ブラーヴェ・ハリー シ 

ャトードゥンＮ12,995 羽中総合優勝、同NPO3,243羽中総合23位他、ペロンヌ4,093羽中3位他、イソ 

ウドゥンＮ14,084羽中総合79位他、メルンNPO6,025羽中総合32位、ポン・サン・マクサンンスＰ5,748 

羽中総合47位他多数入賞 

祖父)ブルー・ブラーヴェ ＮＬ13-1383352 Ｃ.ファンデヴェーテリング作翔 キェブラン2,046羽中優 

勝、サンカンタン948羽中優勝、セザンヌ368羽中優勝、ポン・サン・マクサンス430羽中優勝 

 祖母)ＮＬ16-1663533 ＢＣ Ｊ.ホーイマンス作 超銘鳩ハリー×ニュー・スター・アイ 

 

 

【13】“ダッチマン・キテル” Ｂ21-4209562 Ｂ ♀ ドリデール＝ファンデンブランデ作 異母兄弟／6,810

羽中総合優勝、6,602 羽中総合優勝、6,948 羽中総合2 位 

父)ドンケレ・オリンピアード ＮＬ18-1799880 ＢＣ レオ・ヘレマンス作 ファリド・ラヒブ使翔、優勝 

7 回内557 羽中優勝、378 羽中優勝、175 羽中優勝、127 羽中優勝他で 18 年1 才鳩長距離Ｎエース鳩3 



位 兄弟／1.032 羽中優勝 

 祖父)ダブル・003 Ｂ16-6092455 ＢＣ 両親共レオ・ヘレマンス作翔 両親オリンピアードの直仔 

 祖母)カノン・954 ＮＬ16-3637954 ＢＣ ダニー・ファンダィク作 5,709 羽中総合優勝、2,0080 羽中優 

勝、9,329 羽中総合9 位 ブラザー・カノン×Ｍ.ヴォウタースのヴィッテ・レーウの娘 

母)インブレッド・キテル・277 Ｂ17-4231277 ＢＷ ファンデンバルク作 種鳩 

 祖父)キテル Ｂ13-6139803 ＢＷ 両親共ファンデンバルク作翔 自身キェブラン 2,089 羽中優勝、同 

  1,792 羽中優勝、同2,023 羽中優勝、同2,443 羽中3 位で、KBDB 短距離Ｎエース鳩1 位 

 祖母)Ｂ16-4230005 Ｓ 両親共ファンデンバルク作 グーデ・ローデ×ビューティ・クライネ・ローデ 

 

 

【14】“ベスト・フランダース・669”Ｂ21-4209669 Ｂ ♀ ドリデール＝ファンデンブランデ作 

父)ポリドール・ミーリー・992 Ｂ18-4224069 Ｓ ドリデール＝ファンデンブランデ作翔 5,578 羽中同着2 

位、3,794 羽中同着2 位、1,881 羽中2 位、1,140 羽中2 位他上位入賞多数で、KBDBＮエース鳩第8 位 

 祖父)992-40000 GSON Ｂ17-4231186 Ｓ 両親共ファンデンバルク作翔 

 祖母)Ｂ14-4256060 Ｂ レオ・ヘレマンス作翔 若鳩で優勝 ギルバート12-751の孫 

母)キテル・ロシータ・128 Ｂ19-4231128 ＢＷ ドリデール＝ファンデンブランデ作 世界一ペア直仔 

 祖父)キテル Ｂ13-6139803 ＢＷ 両親共ファンデンバルク作翔 自身キェブラン 2,089 羽中優勝、同 

  1,792 羽中優勝、同2,023 羽中優勝、同2,443 羽中3 位で、KBDB 短距離Ｎエース鳩1 位 

祖母) オリンピック・ロシータ Ｂ12-6254038 ＢＷ ファンデンバルク作翔 ノワイヨン 1,763 羽中優勝、同 

1,248 羽中優勝、同555 羽中優勝で、オリンピアード 1 位、スーパーバードＮエース鳩1 位、KBDBＮエー 

ス鳩4 位 Ｓ.ランブレヒツ×ファンデンバルク 

 

 

【15】“キテル・エクスプロージョン” Ｂ21-4209582 ＢＷ ♂ ドリデール＝ファンデンブランデ作 

父)パイソン・キテル・006 Ｂ20-6111215 Ｂ ファンデンバルク＝パニス作翔 2,826 羽中優勝、2,128 羽中 

3 位、2,559 羽中5 位等々で、KBDB 短距離Ｎエース鳩8 位 

 祖父)700・ヴィッテ・ディルク Ｂ19-6175700 ＢＷ ファンデンバルク＝パニス作翔 1,608羽中9位、 

  2,561羽中28位他 ヴィッテ・ディルク×オリンピック・キテルの孫 

 祖母)Ｂ18-6047070 Ｂ ファンデンバルク＝パニス作 兄弟の直仔／優勝12回 スーパー・キテル×キ 

テルの妹 

母)キテル・ロシータ・753 Ｂ19-4213753 ＢＷ ドリデール＝ファンデンブランデ作 世界一ペア直仔 

 祖父)キテル Ｂ13-6139803 ＢＷ 両親共ファンデンバルク作翔 自身キェブラン 2,089 羽中優勝、同 

  1,792 羽中優勝、同2,023 羽中優勝、同2,443 羽中3 位で、KBDB 短距離Ｎエース鳩1 位 

祖母) オリンピック・ロシータ Ｂ12-6254038 ＢＷ ファンデンバルク作翔 ノワイヨン 1,763 羽中優勝、同 

1,248 羽中優勝、同555 羽中優勝で、オリンピアード 1 位、スーパーバードＮエース鳩1 位、KBDBＮエー 

ス鳩4 位 Ｓ.ランブレヒツ×ファンデンバルク 

 

 

【16】“ゼロ・サーティ・スペシャル” Ｂ21-4209583 ＢＣ ♀ ドリデール＝ファンデンブランデ作 異母兄弟

／サーティ・ロシート  594羽中2位、618羽中3位、1,501羽中4位、1,392羽中7位、1,156羽中8位、1,077

羽中9 位他上位入賞多数 ペンシル・ボルト 1,009 羽中優勝、1,861 羽中7 位、2,126 羽中3 位 

父)ブラザー・030 Ｂ17-6092430 Ｂ レオ・ヘレマンス作 兄弟／030 KBDB16 年Ｎエース鳩8 位 

祖父)Ｂ13-6310311 Ｂ 両親共レオ・ヘレマンス作  ギルバート×ゴールデン・レディⅡ 

 祖母)Ｂ11-6341888 ＢＣ 両親共レオ・ヘレマンス作 ヤン×ユーロの娘 

母)Ｂ17-6248443 Ｂ レオ・ヘレマンス作  

 祖父)ビューティ・ボルト Ｂ14-6305755 Ｂ 両親共レオ・ヘレマンス作 1,159 羽中優勝、1,670 羽中2 位 



他 直仔／1,159 羽中優勝、1,267 羽中2 位 ブラザー・ボルト×シスター・ボルト(KBDBＮエース鳩1 

位のボルトの弟妹) 

 祖母)エディの同腹 Ｂ16-6092439 Ｂ 両親共レオ・ヘレマンス作 同腹エディ／ブールジュ 28,000 羽中 

総合33 位、キェブラン 2,000 羽以上で 14 位他でＰエース鳩2 位 ヤネス(Ｎ16,982羽中総合優勝、同 

28,034羽中最高分速)×エリーン(地区エース鳩) 

 

 

【17】“ドホテル・ゲネ”ＮＬ21-1033034 ＢＣ ♀ Ｒ.Ａ.バッカー父子作 

父)ゲネ ＮＬ15-1576743 Ｒ.Ａ.バッカー父子作翔 ヴィエルソンNU11,193 羽中総合3 位、同Ｎ26,141 

羽中総合36 位、ギエンNPO4,607 羽中総合3 位、シャトードゥンNPO1,974 羽中総合6 位、ブールジュ 

NPO2,923羽中総合6位、同NU5,967羽中総合40位他オリンピアード6位 兄弟／ゲルミニ ブロアNPO 

2,310 羽中総合優勝、同北部同盟5,967 羽中総合7 位 ブールジュNPOⅠ4,118 羽中総合6 位、ブールジ 

ュNPOⅡ4,814 羽中総合2 位 同北部同盟14,226 羽中総合3 位 直仔／8,605 羽中6 位、8,755 羽中8、 

25 位 

 祖父)ＮＬ13-1040688 Ｒ.Ａ.バッカー父子作 ヴァリタス(NPO ブロア北部同盟9,586 羽中総合優勝他 

NPO シングル4 回入賞)の孫 

 祖母)ＮＬ11-1526078 Ｒ.Ａ.バッカー父子作 兄弟／ロード・バリナ ミーンドロ×コープマン 

母)ナドラ ＮＬ09-1674369 ＢＣＷ コープマン作 孫／ケイマン イソウドゥンNU6,604 羽中総合優勝  

祖父)デン・リンズ・ファボリー ＮＬ03-5343024 04040404年年年年アブリスアブリスアブリスアブリスNPONPONPONPO10.609 10.609 10.609 10.609 羽中総合優勝、羽中総合優勝、羽中総合優勝、羽中総合優勝、ソールダンソールダンソールダンソールダンNPONPONPONPO        

13,13,13,13,426 426 426 426 羽中総合８位、羽中総合８位、羽中総合８位、羽中総合８位、モルリンコート 2,228 羽中18位 クライネ・エンゲルス×Ｂ01-6041468 

祖母)ニュー・ホープ ＮＬ07-1207604 ＢＣ コープマン作 直仔／ベルト・ジュニア他 1,407羽中優 

勝、6,378羽中3位、9,746羽中5位、11,483羽中6位、7,749羽中6位、9,746羽中5位他 異父兄 

弟／超銘鳩クライネ・ディルク他 マディール×基礎鳩ゴールデン・レディ 

 

 

【18】“ゾーン・ゲルミニ”ＮＬ21-1033036 Ｂ ♂ Ｒ.Ａ.バッカー父子作 

父)ゲルミニ ＮＬ15-1522947 ＤＣ Ｒ.Ａ.バッカー父子作翔 ブロアNPO2,310 羽中総合優勝、同北部同 

盟5,967 羽中総合7 位 ブールジュNPOⅠ4,118 羽中総合6 位、ブールジュNPOⅡ4,814 羽中総合2 位、 

同北部同盟14,226 羽中総合3 位 直仔／8,605 羽中6 位、8,755 羽中8、25 位 兄弟／ゲネ NPO シン 

グル5 回入賞  

祖父)ＮＬ13-1040688 Ｒ.Ａ.バッカー父子作 ヴァリタス(NPO ブロア北部同盟9,586 羽中総合優勝他 

 NPO シングル4 回入賞)の孫 

祖母)ＮＬ11-1526078 Ｒ.Ａ.バッカー父子作 兄弟／ロード・バリナ ミーンドロ×コープマン 

母)ＮＬ16-1072795 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 

 祖父)ガブリエル ＮＬ13-16549200 ＢＣ 両親共Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 ジェルソン×ジカラ 

祖母)アドラ ＮＬ12-4703552 ＢＣ コープマン父子作翔 ピティヴィエNPO4,494 羽中総合優勝、シャ 

トローNPO3,112 羽中総合2 位 ド・ブロア(ブロアNPO5,971羽中総合優勝)×ミス・ダイナマイト(超 

銘鳩クライネ・ディルク トロイＮ17,8831羽中総合優勝、ブールジュＮ7,155羽中総合優勝、マーゼ 

イク3,522羽中優勝、Ｎエース鳩第1位)の妹 

 

 

【19】“ゾーン・アルテゥス”ＮＬ21-1032808 Ｂ ♂ Ｒ.Ａ.バッカー父子作 

父)アルトゥス ＮＬ17-1101069 Ｒ.Ａ.バッカー父子作翔 イソウドゥン NPO620K4,296 羽中総合優勝、

同Ｎ14,084 羽中総合優勝、シャトローNPO3,243 羽中総合9 位他 

 祖父)アルスロ ＮＬ13-1654999 バッカー＝コープマン共作 ヴァリタス×レディ・プロミス 

 祖父)811 ＮＬ13-1654811 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作 ダヴィッズ・サン×デイ・ドリーム   



母)ＮＬ20-1080983 Ｂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 

祖父)パコ ＮＬ16-4783976 Ｂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作翔 シャトローNPO3,647羽中総合2位 兄弟／ 

マヌー シャトローNPO3,647羽中総合優勝、ブールジュNPO5,877羽中総合優勝、センス1,069羽中優 

勝 アマディ 18年WHZB/TBOTB当日長距離Ｎエース鳩第4位 センスNPO4,410羽中総合2位 

  スーパー・クラック・リック×ゴウドバンド  

祖母)マラ ＮＬ14-4750791 Ｂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 ダヴィッズ・サン ×デルヴァ・229 

 

 

【20】ＮＬ21-1032805 Ｒ.Ａ.バッカー父子作 

父)ジェルソン ＮＬ09-1674546  Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作 直仔／イヴェッテ ブロアNPO 総合2 位、 

シャトローNPO 総合2 位、、ブールジュNPO 総合2 位 087 シャトロー8,623 羽中総合4 位 459 Ｎ 

14,084 羽中総合13 位 メアンドロ 多くのトップ・レーアーの父であり祖父 

祖父)マイゴム ＮＬ07-1207575 ＢＣ 直仔／10-666 ブロイルNPO10,037羽中総合13位、エルマー 

フェーンズ・ホープ(03年オリンピアード第1位)×ゲラーズ・ファボリー(マジック・マンの妹) 

祖母)ヘバーレヒト・941 Ｂ05-4391941 ＢＣ Ｃ.ヘバーレヒト作 パンチョ＝イェレの娘 

母)811 ＮＬ13-1654811 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作 

  祖父)ダヴィッズ・サン ＮＬ07-1207620 Ｂ 兄弟の直仔／NPO3,969羽中総合優勝、アブリスNPO6,644 

  羽中総合優勝 ジルムール×ショウピース 

祖母)デイ・ドリーム ＮＬ07-5724626 ＢＣ アブリスNPO582Ｋ8,519 羽中総合優勝 シャンティー 

NPO12,742羽中総合70位他 カシアス×ミス・ムックフック ゴールデン・レディの超近親 

 

 

【21】“ザス・スペシャル・インパクト・101”Ｂ21-6131498 ＤＣ ♀ ギー・ファンデールオウエラ作 全兄弟／

スペシャル・インパクト・101 シャトローＮゾーン4,096 羽中優勝、同Ｎ22,196 羽中総合2 位、アルジャ

ントンＮ21,282 羽中総合69 位、イソウドゥンＮ14,758 羽中総合23 位、シャトローＮ10,317 羽中総合300

位、ブールジュＮ11,952 羽中総合359 位他入賞多数で、連盟長距離エース鳩1 位 

父)スーパー・インパクト・497 Ｂ18-6040497 Ｇ. ファンデールオウエラ作 カースブル最高ライン 

 祖父)ディープ・インパクト Ｂ11-6295933 Ｇ. ファンデールオウエラ作 スーパー種鳩 両親ヨセ 

フ・ゴーファールツ作 カースブール 直仔／スペシャル・ブルー メルンＰ14,955 羽中総合優勝、 

スペシャル・34 リモージュＮ15,981 羽中総合25 位 

 祖母)基礎鳩Ｂ06-6302558 Ｂ ヨセフ・ゴーファールツ作 シャトローＰ優勝の娘 

母)スペシャル・ブラック Ｂ18-6039642 Ｇ.ファンデールオウエラ作翔 イソウドゥンＮ522Ｋ11,480 羽 

中総合3 位、モンリュソン573Ｋ545 羽中優勝、ブールジュＮ14,104 羽中総合29 位、シャトローＮ10,393 

羽中総合26 位、シャトローＮⅡ6,314 羽中総合54 位で、KBDB 大中距離Ｎエース鳩第1 位 直仔／ノウ 

ィヨン優勝他 両親共ファンデールオウエラ×ゲーリンクス父子 

 祖父)ブラック・ホーク Ｂ15-6051416 Ｇ.ファンデールオウエラ作翔 ヴィエルゾンＩＰ8,105 羽中総合 

優勝 ラ・スーテレヌＮゾーン2,695 羽中24 位 上記ブラック・シュガー×フォヴォリー・ルク 

祖母)Ｂスペシャル Ｂ13-6220564 Ｇ.ファンデールオウエラ作翔 モンリュソンＮゾーン3,494 羽中優 

勝、ブールジュＮゾーン4,130 羽中8 位 マッチョ×グラディ 

 

 

【22】“スペシャル・グリズル”Ｂ21-6133647 Ｇ ♂  ギー・ファンデールオウエラ作 

父)ホワイト・フリーダム Ｂ20-6129187 Ｇ.ファンデールオウエラ作翔  メルン4,008 羽中優勝、同1,587 

羽中優勝、同871 羽中優勝、シャトローＮ7,674 羽中総合33 位、イソウドゥンＮ14,758 羽中総合92 位、 

アルジャントンＮ21,282 羽中総合400 位他 

 祖父)アーリー・グレイ Ｂ12-6228603 Ｇ.ファンデールオウエラ作翔  ノワイヨン876 羽中優勝 スーパ 



ー・481の孫  

 祖母)ブラック・オーキッド Ｂ17-6105098 ブラック・ホーク×Ｂスペシャル 

母)スペシャル・インパクト・101 Ｂ20-6129101 Ｇ.ファンデールオウエラ作翔 シャトローＮゾーン4,096 

羽中優勝、同Ｎ22,196 羽中総合2 位、アルジャントンＮ21,282 羽中総合69 位、イソウドゥンＮ14,758 

羽中総合23 位、シャトローＮ10,317 羽中総合300 位、ブールジュＮ11,952 羽中総合359 位他入賞多数 

で、連盟長距離エース鳩1 位 

祖父)スーパー・インパクト・497 Ｂ18-6040497 Ｇ. ファンデールオウエラ作 カースブル最高ライン 

  ディープ・インパクト×ヨセフ・ゴーファールツのシャトローＰ優勝の娘 

祖母)スペシャル・ブラック Ｂ18-6039642 Ｇ.ファンデールオウエラ作翔 イソウドゥンＮ522Ｋ11,480 羽 

中総合3位、モンリュソン573Ｋ545羽中優勝、ブールジュＮ14,104羽中総合29位、シャトローＮ10,393 

羽中総合26位、シャトローＮⅡ6,314羽中総合54位で、KBDB大中距離Ｎエース鳩第1位 直仔／ノワ 

ィヨン優勝他 両親共ファンデールオウエラ×ゲーリンクス父子 ブラック・ホー×Ｂスペシャル  

 

 

【23】“ゾーン・Ｂ・スペシャル”Ｂ21-6131499 Ｂ ♂ ギー・ファンデールオウエラ作   

父)ブラック・シュガー Ｂ11-6115169 ＤＣ スーパー種鳩 直仔孫／ブラック・ホーク ヴィエルゾンＩＰ 

8,105 羽中総合優勝、ファボリー・963 ノワイヨン1,659 羽中優勝他 スペシャル・ブラック・642 イソ 

ウドゥンＮ19,842 羽中総合3 位他で19 年KBDB 大中距離Ｎエース鳩第1 位、ホーク・417 ラ・スーテ 

レーヌＮ総合9 位、スーパー・ルーシー・043 リモージュＮ5,115 羽中総合10 位、アルジャントンＮ総 

合22 位、ミス・スーテレーヌ ラ・スーテレーヌＮ7,631 羽中総合16 位 ドゥア・スペシャル 連盟最 

高分速2 回他 

 祖父)ドミネーター Ｂ10-6220256 Ｂ Ｇ.ファンデールオウエラ作 両親Ｊ.ゴーファールト作 カース 

ブール近親 

 祖母)ブラック・ディアマンチェ Ｂ06-6052305 ファンホーヴェ＝アィターホーヴェン作 兄弟／ミスタ 

ー・マックス ヴィエルゾン1,647羽中優勝、ブールジュＮ21,940羽中総合53位 直仔／ゴールデン・ 

ホワイト 優勝3回 ブラック・ダイアモンド×ブールジュケ・バンガ 

母)Ｂスペシャル Ｂ13-6220564 Ｇ.ファンデールオウエラ作翔 モンリュソンＮゾーン3,494 羽中優勝、 

ブールジュＮゾーン4,130 羽中8 位  

祖父)マッチョ Ｂ08-6358006 Ｇ.ファンデールオウエラ作翔  シャトローＰ2,611 羽中2 位、ドールダン 

398 羽中優勝、同219 羽中優勝他 マッサ×バナナ・ムーン 

祖母)グラディ Ｂ11-6226434 Ｂ ゲーリンクス作 有名なグラディエーター×アイアン・レディ 

 

 

【24】“ドリーム・ホーク”Ｂ21-6131494 Ｂ ♂ ギー・ファンデールオウエラ作 全兄弟／19-229 メルン

1,108 羽中優勝、同1 才鳩Ｐ5,700 羽中総合優勝、リモージュ・ボーイ リモージュＮ9,756 羽中総合60 位 

父)ドリーム・ボーイ Ｂ18-6040376  Ｇ.ファンデールオウエラ作 

 祖父)ミスター・シャトロー Ｂ17-2096773 レオン・ヤコブス作 Ｇ.ファンデールオウエラ使翔 シャト 

ローＮゾーン3,850 羽中優勝、同Ｎ12,149 羽中総合7 位、ポン・サン・マクサンス267Ｋ1,140 羽中5 

位他入賞多数 ブラザー・リトル・クィーン×トップ・ブリーダー・211 

祖母)Ｂスペシャル Ｂ13-6220564 Ｇ.ファンデールオウエラ作翔 モンリュソンＮゾーン3,494 羽中優 

勝、ブールジュＮゾーン4,130 羽中8 位 マッチョ×グラディ 

母)ビューティ・ホーク Ｂ18-6039657 Ｇ. ファンデールオウエラ作翔 キェブラン優勝後即種鳩 兄弟／ 

ブラック・ホーク ヴィエルゾンＩＰ8,105 羽中総合優勝でスペシャル・ブラック・642 の父、ファボリ 

ー・963 ノワイヨン1,659 羽中優勝他 

祖父)ブラック・シュガー Ｂ11-6115169 ＤＣ スーパー種鳩 直仔孫／ スペシャル・ブラック・642  

イソウドゥンＮ19,842 羽中総合3 位他で19 年KBDB 大中距離Ｎエース鳩第1 位、ホーク・417 ラ・ 

スーテレーヌＮ総合9 位、スーパー・ルーシー・043 リモージュＮ5,115 羽中総合10 位、アルジャン 

トンＮ総合22 位、ミス・スーテレーヌ ラ・スーテレーヌＮ7,631 羽中総合16 位 ドゥア・スペシャ 



ル 連盟最高分速2 回他 ドミネーター×ブラック・ディアマンチェ 

 祖母)ファヴォリー・ルク Ｂ13-6309562 ゲーリンクス作 ルク(アルジャントンＮ12,446羽中総合優勝) 

×マイ・ファボリー 

 

 

【25】“ドホテル・アイ・キャッチャー”ＮＬ21-1194776 Ｂ ♀ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作  

父)バーナビー ＮＬ17-1277423 Ｂ フェルケルク作翔 アルジャントン NPO8,702 羽中総合 10 位、シャ

トローNPO12,511 羽中総合125 位、アッセ2,278 羽中3 位、ラオン8,578 羽中総合69 位 

祖父)ギャビン ＮＬ11-1741041 ＬＢＣ 両親共フェルケルク作翔 13 年WHZB 雄鳩エース鳩第18 位 

 ペロンヌ11,269 羽中総合17 位、同19,278 羽中総合49 位、ルフェックNPO3,875 羽中総合13 位、ツ

ールNPO11,759 羽中総合60 位他 ヴァレンチノ×ロナウズ・ラスト 

祖母)エクスペクテーション ＮＬ13-1239517 ＬＢＣ フェルケルク作翔 ヴィエルゾンNPO11,506羽中 

 総合優勝 姉妹／ボニータ、エフロリア、ソロ・スター、ノック・アウト ブルドーザー ×オリンピ 

ック・ソランジェ 

母)アイ・キャッチャー ＮＬ11-1741071 ＬＢＣ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 マンテス・ラ・ジョリー10,446 

羽中総合優勝、同20,506 羽中最高分速        ツール11,759 羽中総合13 位、ペロンヌ5,481 羽中9 位、ナ 

ントイル6,905 羽中22 位 全姉／オリンピック・ソランジェ    09 年オリンピアード・オールラウンド 

部門 08 年NPO、WHZB４部門Ｎエース鳩第1 位 アルジャントンNPO6,595 羽中総合優勝、ペロンヌ 

2,543 羽中総合2 位、フーディニ他 直仔／オリンピック・ファイヤー・アイズ 17 年オリンピアード 

長距離代表第1 位、デディケーション ナントイル31,438 羽中最高分速優勝、ハイライト ルフェック 

ＮＰＯ746K3,780 羽中総合優勝  

祖父)オリンピック・サヴァイバー ＮＬ00-1975952 ＬＢＣ フェルケルク父子作翔 03 年オリンピ 

アード中距離第１位 ジャックポット×ミス・サイゴン 

 祖母)マジック・アモーレ ＮＬ06-4720774 ＬＢＣ コープマン父子作 マジック・マン×アモーレ 

 

 

【26】ＮＬ21-1194740 ＬＢＣ ♀ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作 

父)ソランジェズ・プレイボーイ ＮＬ19-1666439 ＬＢＣ フェルケルク作翔 フォンテネイ450羽中優勝、 

同17,530羽中総合15位の1週間後、ヴィエルゾンNPO9,031羽中総合優勝、ペロンヌ13,510羽中135位 

 祖父)ダンカン ＮＬ16-1525854 Ｂ フェルケルク作翔 アッセ3,6363羽中優勝、ラ・スーテレーヌ4,783 

羽中総合5位、ペロンヌ3,307羽中11位、ポントワーズ14,688羽中総合59位他 エリーゼズ・ラス 

ト×ティンカーベル 

祖母)エクスペクテーション ＮＬ13-1239517 ＬＢＣ フェルケルク作翔 ヴィエルゾンNPO11,506羽中 

 総合優勝 姉妹／ボニータ、エフロリア、ソロ・スター、ノック・アウト ブルドーザー ×オリンピ 

ック・ソランジュ 

母)シェリー ＮＬ16-1525861 ＢＣ フェルケルク作翔 ペロンヌ 2,495 羽中2 位、ブールジュ NPO10,321

羽中総合25位、アッセ3,636羽中21位 異父兄弟／オリンピック・ソランジェ他 

 祖父)キャプテン・フック ＮＬ10-1682215 ＬＢＣ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 センスNPO6,492羽中 

総合5位、ヴィエルゾンNPO10,571羽中総合27位、ニヴェユ6,366羽中総合20位、ツールNPO11,759

羽中総合71位他    ロヌンベル（オリンピック・ロナウド×アンビリーバブル）×バブルズ 

祖母)マジック・アモーレＮＬ06-4720774 ＬＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作 直仔／オリンピック・ソ 

 ランジェ、フーディニ、イタロ、リッツ、ミラクル他 マジックマン×アモーレ  

 

 

【27】“ゾーン・ベラ・ソランジェ”ＮＬ21-1194755 Ｂ ♂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作  

父)タンガー ＮＬ17-1277695 Ｂ フェルケルク作 直仔／若鳩Ｎエース鳩第5位 兄弟／タンギー NPO 

総合10 位以内2 回入賞、アイアーカンフ鳩舎トップ・ブリーダー他 



  祖父)ギャビン ＮＬ11-1741041 ＬＢＣ 両親共フェルケルク作翔 13 年WHZB 雄鳩エース鳩第18 位 

 ペロンヌ11,269羽中総合17位、同19,278羽中総合49位、ルフェック3,875羽中総合13位、ツール 

11,759羽中総合60位他 ヴァレンチノ×ロナウズ・ラスト 

祖母)ボニータ ＮＬ09-1186437 ＬＢＣ シーズン後レース最優秀若鳩 全姉妹／エフォリア ブルドー 

ザー×オリンピック・ソランジュ    

母)ベラ・ソランジェ ＮＬ17-1277281 Ｂ フェルケルク作翔 ブロア NPO15,362 羽中総合優勝、ポント

ワーズ26,548 羽中総合2 位他で、短距離エース鳩4 位 

 祖父)ＮＬ15-1706464 Ｂ フェルケルク作翔 シャルレヴィル2,552羽中9位他 ブルドーザー×フェリン  

祖母)エース・イザベル ＮＬ15-1706463 ＬＢＣ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 ブロアNPO6,333 羽中総 

合56 位、アルジャントンNPO7,374 羽中総合39 位、ポン・サン・マクサンス6,984 羽中総合62 位、 

シャトローNPO14,602 羽中総合142 位他で、フォンド・シュピーゲル誌当日長距離Ｎエース鳩第1 位 

アトランティス×オリンピック・ビビ 

 

 

【28】“ドホテル・ヴォルケーノ”ＮＬ21-1194778 ＬＢＣＷ ♀ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作  

父)ヴォルケーノ ＮＬ14-1059635 ＢＣＷ フェルケルク父子作翔    11115 年シャトローＮ37,571 羽中総合5 

位、16 年同Ｎ47,539 羽中総合2 位他 

祖父)グーフィ ＮＬ09-1186402 ＬＢＣＷ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作 パヴァロッティ×オプラー(ハ 

 ルキーズ5,948羽中総合優勝) 

  祖母)フェンディ ＮＬ13-1654741 Ｃ.＆.コープマン作 マジック・マン×パーフェクト・ドリーム    

母)リビ ＮＬ19-1666684 ＬＢＣ フェルケルク父子作翔 レンニク3,407羽中優勝、同1,590羽中3位 

祖父)リッジ ＮＬ15-1706479 Ｂ Ｇ.＆Ｂ.フェルケルク作翔 シャトローＮ47,539 羽中総合15 位 ア 

ンディ・マレー×マジック・アモレー  

祖母)オリンピック・ビビ ＮＬ12-1618921 ＬＢＣＷ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 アルジャントン NPO 

6,926羽中総合19位、ヴィエルゾンNPO 6,146羽中総合55位他 オリンピアード300～750Ｋ代表 コ

クーン×ビューティ 

 

 

【29】“基礎交配直仔” Ｂ21-6150132 Ｂ ♂ エディー・ヤンセン作 兄弟／テルマ＆ルイーズ 同腹で、

Ｎエース鳩第12 位、21 位、カラート、スヌーカー(スコーン・マダムケの父)、ニュー・ルイーズ他優勝入賞

多数 

父)プロパー・エミール Ｂ09-6041710 ファンデンブランデン＝ヘルマンス作 新しい基礎鳩 

祖父)プロパー Ｂ06-6212441 兄弟／ペプシ ブールジュＮ9,021羽中総合47位、ラ・スーテレーヌＮ 

13,965羽中総合123位    直仔／ダニー・ファンダィク鳩舎基礎鳩 スコーネ・ファン・ド・ヤールリ 

ング×ブラウ・コラフレスケ 直系／Ｎエース鳩19 羽、Ｎ総合優入賞多数 最高種鳩 

祖母)クライン・マルティーン Ｂ07-6364152 Ｅ．ヤンセンとの共同作出 キェブラン729羽中8位他 ダ 

ルコ×マルティーン(ドールダン1,004羽中優勝) 

母)スーパー・53 の娘 ＮＬ13-1632624 アテマ共同鳩舎作  

祖父)スーパー・53 Ｂ04-6177653 Ｆ.Ｋ.マリアン作翔 デュッフェル2,755 羽中優勝、ポメロイル2,290 

 羽中優勝、アブリス2,031 羽中優勝、サンカンタン1,290 羽中優勝他優勝4 回で、07 年オリンピアー 

ド・オールラウンド部門第1 位 

祖母)ディ・カプリオ・751 Ｂ106297751 ディルク・ファンダィク作 ディ・カプリオ×カンニバール娘 

 

 

【30】“ブロア・ウノドエトレ” Ｂ21-6150402 ＢＣ ♂ エディー・ヤンセン作 兄弟／ウノドエトレ 20-123 

ブールジュＮ28,551 羽中総合9 位、ラ・スーテレーヌＮ14,037 羽中総合18 位、シャトローＮ15,322 羽中

総合 19 位、アルジャントンＮ21,282 羽中総合 29 位、イソウドゥンＮ14,758羽中総合185位、ヴィエル



ゾン11,952羽中総合202位他の成績で２Ｎレース最優秀若鳩で、21-188(オーセーレＰ6,660羽中総合11

位他)の母 

父)ゾーン・リトル・クィーン Ｂ17-6147474 ＢＣ ディルク・ファンダィク作 直仔／入賞無数 兄弟／ 

ニーナ(18-242） 優勝3 回で、Ｎエース鳩10 位内  

祖父)ブラウエ・カンニバール・ジュニア Ｂ11-6240027  11年6回入賞内ノワイヨン1,129羽中9位、12年8 

 回入賞内シャトロー426羽中2位、モンリュソンＰ1,322羽中総合優勝、サルブリ1,100羽中優勝、同 

2,687羽中最高分速、キェブラン1,361羽中優勝、ノワイヨン156羽中優勝、同251羽中優勝 シャト 

ロー2,478羽中総合21位 カンニバール8重近親 兄弟の直仔／優入賞鳩多数 有名なカンニバールの 

近親系 

祖母)リトル・クィーン Ｂ14-6241188 Ｄ.ファンダィク作翔 15 年KBDB1 才鳩小中距離Ｎエース鳩第 

3 位 エミール・ディレン(2,252羽中優勝鳩×ポル・ファンゴーレン)×ミレス・ファン・グーイ・ 

ドィビン  

母)ラ・ママ Ｂ17-6148196 Ｂ Ｅ.ヤンセン作 直仔／入賞無数  

祖父)プロパー・エミール Ｂ09-6041710 ファンデンブランデン＝ヘルマンス作 プロパー×クライン・ 

マルティーン 

 祖母)スーパー・53 の娘 ＮＬ13-1632624 アテマ共同鳩舎作 スーパー・53×ディ・カプリオ・751 

 

 

【31】“ドホテル・スコーン・マダムケ” Ｂ21-6150369 Ｂ ♀ エディー・ヤンセン作 兄弟／21-102 キェブラ

ン1,395 羽中優勝他、21-101 入賞多数 

父)レムス Ｂ18-6085085 Ｂ Ｅ.ヤンセン作翔 若でシェブラン1,179羽中優勝、同513羽中優勝、メルン851 

羽中3位他で若鳩小中距離Ｎチャンピオン2位の原動力 1才でメルン3,974羽中優勝(Ｐ7,769羽中最高分 

速) 兄弟／ルーリク16-126 小中距離Ｎエース鳩20位他 17-088 シャトローＮ12,150羽中総合51位他 

祖父)デン・ブロードノイス Ｂ14-6239033 Ｅ.ヤンセン作翔 スープ393羽中優勝他 基礎鳩アンナの 

直仔×ヴィッテ・レーウヴィン  

祖母)Ｂ15-6091396 ディルク・ファンダィク作 有名なグラディエーターの直仔×スーパーケ(Ｄ.フ 

ァンダィクのカンニバールの孫) 

母)スコーン・マダムケ Ｂ16-6076059    Ｅ.ヤンセン作翔 メルン1,225 羽中優勝、アルジャントン3,322 

羽中6 位、ブールジュ3,621 羽中9 位他上位多数他で19 年オリンピアード・ポーランド大会第2 位 兄 

弟／ガイス 17-033 ブールジュ347 羽中優勝、同Ｎ37,957 羽中総合8 位、シャトローＮ18,499 羽中総 

合96 位他上位多数 18-030 メルン601 羽中優勝他兄弟多数上位入賞 

祖父)スヌーカー Ｂ15-6092147 エディー・ヤンセン作 プロパー・エミール×スーパー・53の娘 

祖母)ナンス Ｂ15-6059382 バルト＆ナンス・ファンネッケル作 ガストン・ジュニア×ヴィッティ 

 

 

【32】“ブロア・レーンチェ” Ｂ21-6150376 Ｂ ♂ エディー・ヤンセン作 兄弟／レーンチェ 21-227 メル

ン856 羽中優勝、オーセールＰ6,660 羽中総合9 位、セルメーズ1,292 羽中10 位、同1,547 羽中13 位他

兄弟共入賞多数 

父)スコーン・メネールケ Ｂ18-6085154    Ｅ.ヤンセン作翔 兄弟／スコーン・マダムケ メルン1,225 羽中 

優勝、アルジャントン3,322 羽中6 位、ブールジュ3,621 羽中9 位他上位多数他で19 年オリンピアード・ 

ポーランド大会第2 位、ガイス 17-033 ブールジュ347 羽中優勝、同Ｎ37,957 羽中総合8 位、シャトロ 

ーＮ18,499 羽中総合96 位他上位多数 18-030 メルン601 羽中優勝他兄弟多数上位入賞 

祖父)スヌーカー Ｂ15-6092147 エディー・ヤンセン作 プロパー・エミール×スーパー・53の娘 

祖母)ナンス Ｂ15-6059382 バルト＆ナンス・ファンネッケル作 ガストン・ジュニア×ヴィッティ 

母)パワー・ガールの妹”Ｂ17-6148176 Ｂ Ｅ.ヤンセン作 兄弟／ジェームス シェブラン2,293 羽中2 

位他、ニュー・ルナ(シェブラン2,359 羽中優勝)、ボス、パワー・ガール(ノワイヨン489 羽中優勝、ブ 

ールジュＮ24,055 羽中総合2 位、全44,000 羽中第二分速)、パワー・ボーイ  



祖父)アリババ Ｂ14-6239376 Ｅ.ヤンセン作 ウィットペン・アルベルト×ルナ(マルネ2,458羽中優勝、 

同Ｐ15,000羽中最高分速優勝) 

祖母)モルジアーナ Ｂ13-6215692 ダニー・ファンダィク作 ニュー・ゾーン(ディルク・ファンダィク 

作 ディ・カプリオ×スーパーケ)×Ｄ.ファンダィク作デン・11の娘 

 

 

【33】“ゾーン・ナショナル・ハリー”ＮＬ21-1423146 Ｂ ♂ ヨー＆フロリアン・ヘンドリックス父子作 ※素

晴らしい直仔 

父)ナショナル・ハリー ＮＬ17-1545145 Ｊ.ホーイマンス作  シャトローＮ7,503羽中総合優勝、アルジャン 

トンＮ9,512羽中総合2位、モンリュソンNPO4,201羽中総合2位、アルジャントンNPO3,555羽中総合 

21位、シャトローNPO853羽中総合21位、セザンヌNPO8,177羽中総合27位、ラ・スーテレーヌNPO1,725 

羽中総合34位、ロリスNPO16,471羽中総合52位、シャロンＰ11,886羽中総合65位、シャトローＮ27,656 

羽中総合72位、メルンNPO15,245羽中総合105位、ラ・スーテレーヌNPO1,094羽中総合90位 

 祖父)サン・アステリクス  Ｊ.＆Ｆ.ヘンドリクス作 ＢＷ スーパー種鳩 全兄弟／11-868 エタンプ 351

Ｋ2,864 羽中優勝、シェリル セザンヌ498 羽中優勝、同セザンヌNPO11,969 羽中総合14 位、オルレ

アン716 羽中優勝、同オルレアンNPO2,922 羽中総合6 位 アステリクス（最高種鳩ポパイ×マイク・

ギャヌスのミス・マッテン）×ゲーリンクス父子のヴィッテコップ・シルヴェスターの直娘 

 祖母)ドーター・4000 ＮＬ16—1663658 ＢＣ Ｊ.ホーイマンス作 スーパー種鳩  

母)カンニバールチェ ＮＬ16-1802681 Ｊ.＆Ｆ.ヘンドリクス作 異母兄弟／キング・コング・ハリー、モン 

リュソン・ハリー、ボノ・ハリー 各Ｐ優勝、NPO上位入賞、地区優勝鳩 

 祖父)カンニバール・ハリー ＮＬ14-1209829 Ｂ Ｊ.ホーイマンス作 最高種鳩 超銘鳩ハリー×カンニ 

バールの近親 

 祖母)ベティナ ＮＬ15-1131065 Ｂ 両親Ｇ.ファンデンアベール作 半兄弟／NPO総合優勝3羽、同2位3羽  

 

 

【34】“シスター・ナショナル・ハリー” ＮＬ21-1423025 Ｂ ♀ ヨー＆フロリアン・ヘンドリックス父子作 

全兄弟／ナショナル・ハリー シャトローＮ7,503羽中総合優勝、アルジャントンＮ9,512羽中総合2位、モ

ンリュソンNPO4,201羽中総合2位、アルジャントンNPO3,555羽中総合21位他入賞多数 ファイヤー・ア

イ・ハリー アルジャントンＮ9,512羽中総合4位、セザンヌNPO8,177羽中総合11位他 

父)サン・アステリクス ＮＬ14—1359299 Ｊ.＆Ｆ.ヘンドリクス作 ＢＷ スーパー種鳩 全兄弟／11-868 エ 

タンプ 351Ｋ2,864 羽中優勝 シェリル セザンヌ 498 羽中優勝、同セザンヌ NPO11,969 羽中総合14 位、オ 

ルレアン716 羽中優勝、同オルレアンNPO2,922 羽中総合6 位 アステリクス（最高種鳩ポパイ×マイ 

ク・ギャヌスのミス・マッテン）×ゲーリンクス父子のヴィッテコップ・シルヴェスターの直仔 

 祖父)アステリクス ＮＬ08‐1826461 Ｂ Ｊ.＆Ｆ.ヘンドリクス作 Ｂ 最高種鳩ポパイ×マイク・ギャヌ

スのゴールデン・マッテンの直仔 

 祖母)ヴィッテ・ゲーリンクス Ｂ10—6342713 ＢＷ ゲーリンクス父子作 ヴィッテコップ・シルヴェスター 

×ブルー・スター  

母)ドーター・4000 ＮＬ16-1663658 Ｂ Ｊ.ホーイマンス作 スーパー種鳩 直仔／ナショナル・ハリー 

祖父)4000・ブラザー・ハリー ＮＬ12-1784000ＢＣ ヤン・ホーイマンス作 全兄弟／超銘鳩ハリー ブロ 

アＮ546Ｋ5,653 羽中総合優勝、同37,728 羽中最高分速 シャトローＮ611Ｋ5,979 羽中総合優勝、同 

22,340 羽中最高分速 シャトードゥン500ＫNU21,520 羽中総合3 位、モルリンコートＰ20,920 羽中 

総合19 位、シャトローNPO5,496 羽中総合21 位 WHZB 長距離Ｎエース鳩第1 位、TBOTB 同エース 

鳩第1位 兄弟／シャトローNPO5,620羽中総合優勝他上位入賞無数 ヨンゲ・ブリクセン×ディルクイェ 

祖母)インブレッド・カンニバール ＮＬ11-1522008 Ｂ 100％ディルク・ファンダイク(Ｈ.パウ作）直仔／

アッセ4,544羽中優勝、フレンヴィントン1,255羽中優勝、3,900羽中5位(委託レースで車獲得の為の

重要レース）、4,092羽中24位(同）、3,900羽中31位(同）カンニバールの孫×直仔 

 



 

【35】“ゾーン・ゴールデン・ペア”ＮＬ21-1423134 ＢＣ ♂ ヨー＆フロリアン・ヘンドリックス父子作 ※

ゴールデン・ペア直仔 兄弟／17-760 イッソウドゥン 1,269 羽中優勝(NPO5,233 羽中総合2 位)、センス 476 羽

中優勝(NPO4,612 羽中総合8 位)、ロリス NPO16,471 羽中総合12 位で、エース鳩  グレース セザンヌ 1,555

羽中優勝(NPO8,177羽中総合12位)、ギエン6,031羽中53位  エース鳩・ゲラ 18-280 マルシェ2,314羽中優

勝、ギエンNPO2,778羽中総合3位他で、Ｐ若鳩エース鳩第1位 ルナ 18-206 入賞多数 

父)クライネ・ゲラード ＮＬ14-1359081Ｊ.＆Ｆ.ヘンドリクス作翔 ＢＣ ブールジュ 1,290 羽中優勝、同

NPO8,278羽中総合2位、モンリュソン507羽中優勝、同NPO1,310羽中総合4位、ロリス1,721羽中優勝、

同NPO5,537羽中総合5位、レイチェル1,292羽中優勝、同P10,912羽中総合13位、リモージュNPO1,326

羽中総合11位、ロリスNPO5,166羽中総合17位、ギエンNPO4,177羽中総合44位、シャトローNPO1,797

羽中総合46位、センスNPO9,919羽中総合61位他入賞多数 

 祖父)サン・ジーナ ＮＬ12-1076890 Ｂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作翔 全兄弟／サマム トロイNPO8,079

羽中総合 4 位、ブロイル NPO10,037 羽中総合 11 位、半兄弟／シャトローNPO667 羽中総合優勝、同

N37,819羽中総合15位、ギエンNPO3,137羽中総合4位、ブロイル9,786羽中総合2位 

 祖母)クライネ・ディルクイェ ＮＬ12-1077075 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作 直仔／クライネ・ゲラー

ド 最高種鳩 ザキール×ラファエラ                                                             

母)シスター・フレンドシップ Ｂ14-6128813 Ｂ リック・ヘルマンス作 全姉／フレンドシッップ 15 年シ

ャトローⅠ１才鳩Ｎ535Ｋ25,617 羽中総合優勝、同44,293 羽中最高分速鳩 スープ1,987 羽中優勝、同

１才鳩6,134 羽中最高分速  

祖父)ゾーン・ハリー ＮＬ12-1783897 ヤン・ホーイマン作 兄弟／ブロアNPO4,413 羽中総合6 位 

  超銘鳩ハリー×ラスト・ワン    

祖母)Ｂ12-6327841 ディルク・ファンダィク作 オリンピック・ニールス×インテールト・ランボー 

 

 

【36】“ブリー・コング”ＮＬ21-1423183 ＢＣＷ ♀ ヨー＆フロリアン・ヘンドリックス父子作 

父)ブリー・ハリーＮＬ18-5112260 ＢＣ Ｊ.＆Ｆ.ヘンドリクス作翔 アルジャントンＮ9,362 羽中総合優勝、

シャトローＮ7,503 羽中総合5 位、オルレアンＮＰＯ1,277 羽中総合76 位、センスＮＰＯ4,012 羽中総合

105 位、エペルネイＮＰＯ7,640 羽中総合120 位、イソウドンＮＰＯ4,848羽中総合235位、ラ・スーテ

レーヌＮＰＯ1,725羽中総合237位、マルシェ2,314羽中26位他 

 祖父)パーフェクト・ハリー ＮＬ14－1210074 Ｂ ヤン・ホーイマンス作 超銘鳩ハリー×超銘鳩ヘンキーの

半姉妹（13‐982） 直仔／17－168 マルシェ888羽中優勝、マルシェ2,566羽中2位 同／18－260 ア

ルジャントンＮ9,362羽中総合優勝、シャトローＮ7,503羽中総合5位 17-167 マルシェ612羽中2位 

 祖母)ドーター・キング・コングＮＬ15-1130794 ＢＣ Ｊ.＆Ｆ.ヘンドリクス作 4回優勝キング・コング

×ルディ（Ｇ.ファンデンアベール）の直娘  

母)キング・コングの娘 ＮＬ16-1802801 ＢＣＷ Ｊ.＆Ｆ.ヘンドリクス作 直仔／ナショナル 3 ヴィエル 

ゾン 577 羽中優勝(同Ｎ26,151 羽中総合3 位) 

 祖父)キング・コング ＮＬ09-1499901 エペルネイ3,700羽中優勝、シャウルヴィル2,887羽中優勝、レイチェ 

ル 1,598 羽中優勝、オルレアン 1,222 羽中優勝、ピティヴィエ 1,019 羽中優勝他2位2 回、3位2 回、5 位 

2 回 両親ベリー・ファンデンブランデ作 ベリー×ヴィッテの娘 

 祖母)ウィットペネチェ・アルジャントン Ｂ07-6110401 ＢＣＷ 両親共Ｊ.＆Ｊ.エンゲルス作 デン・アルジ 

ャントンの娘 直仔孫／上位入賞多数 

 

 

【37】“ゾーン・ダヴィニア”Ｂ21-2059207 ＢＣ ♂ アルベルト・デルヴァ作 

父)Ｂ19-2039100 Ａ.デルヴァ作 

 祖父)ゾーン・ハリケーンＮＬ13-1957867 ヴィレム・ドブルイン作 オリンピック・ハリケーン×ルイ 

ーズ 



 祖母)オリンピック・ニールスの全妹Ｂ12-6142240 ディルク・ファンダィク作 兄弟／オリンピック・ 

ニールス ディカプリオの娘 

母)超銘鳩ダヴィニア Ｂ18-2093024 Ａ.デルヴァ作翔 ラ・スーテレーヌＮ9,469 羽中総合4 位、イソウ 

ドウンＮ10,603 羽中総合6 位、アルジャントンＮ5,158 羽中総合7 位、モンリュソンＮ14,104 羽中総合 

10 位、シャトローＮ6,377 羽中総合19 位他2 回、ブールジュＮ23,195 羽中総合58 位  

 祖父)ＮＬ15-3506966 クーン・ミンダーハウト作 ゲーローガー×フランシスカ 

 祖母)ＮＬ14-1209905 ヤン・ホーイマンス作 超銘鳩ハリー×クライネ・ゲルトの孫 

 

 

【38】Ｂ21-2059111 Ｂ ♀ アルベルト・デルヴァ作    

父)インヴィクトゥス Ｂ13-2110100 Ａ.デルヴァ作翔 イソウドゥンＮ16,587羽中総合優勝、ナントイル1,535 

 羽中4位他上位入賞多数 

祖父)パブロ Ｂ12-2080129 Ａ.デルヴァ作 兄弟／プリモ ペリナ ド・ゾーン ペトロヴァ パオリーニ  

ルクス・ペア、ヴァレンチノ×ポーライン 

祖母)Ｂ12-2080086 Ａ.デルヴァ作作翔 ラ・スーテレーヌＮ19,155羽中総合68位、モンリュソン428羽 

中9位、同Ｎ21,027羽中総合179位、アルジャントンＮ22,463羽中総合244位他 Ｂ11-2090101(ブ 

ロア161羽中優勝)×Ｂ11-2090081(アルジャントンＮ20,383羽中総合42位) 

母)ゾリナ Ｂ16-2060093 Ａ.デルヴァ作翔 ロリス834羽中優勝、スワソン1,065羽中優勝、ブロア324羽中 

優勝、シェブラン642羽中優勝、同1,666羽中2位、シャトロー1,014羽中6位他で、オリンピアード3位 

 祖父)B15-2093056 Ａ.エルヴァ作 ド・ゾーンとポーラインの直仔×Ｊ.ホーイマンス作ハリーの孫 

 祖母)Ｂ14-2308091 アルジャントン218 羽中優勝、同Ｎ9,228 羽中総合14 位、スワソン190 羽中優勝、 

シャトローＮ18,658 羽中総合93 位、モミニー536 羽中優勝 デルヴァ系 

 

 

【39】“ゾーン・イリナ”Ｂ21-2059694  Ｂ ♂ アルベルト・デルヴァ作 

父)ゾーン・インヴィクトゥス Ｂ16-2300342 Ａ.デルヴァ作 

祖父)インヴィクトゥス Ｂ13-2110100 Ａ.デルヴァ作翔 イソウドゥンＮ16,587羽中総合優勝、ナントイル 

1,535 羽中4位他上位入賞多数  パブロ×Ｂ12-2080086(ラ・スーテレーヌＮ19,155羽中総合68位) 

祖母)プリシラ Ｂ12-2080130 Ａ.デルヴァ作翔 優勝9回、グレＮ15,007羽中総合4位、同Ｎ16,988羽中 

総合33位、アルジャントンＮ6,795羽中総合5位、同Ｎ22,463羽中総合16位 兄弟／プリモ シャト 

ローＳＮ4,056 羽中総合22 位、シャトローＳＮ9,026羽中総合73 位他、シャトローＰ1,039 羽中優勝、 

同ＳＮ6,281羽中総合3位、アルジャントンＮ11,001羽中総合49位、シャトローＮ16,479羽中総合75 

位、シャトローＩＰ8,854羽中総合87位他優勝多数 ペリナ アルジャントンＮ20,844羽中総合11位、 

同Ｎ6,177羽中総合14位、ブールジュＮ13,354羽中総合101位、モンリュソン5,052羽中総合9位、 

同Ｎ8,619羽中総合13位他優勝多数でKBDBＮエース鳩第8位 ド・ゾーン ブロアＰ2,413羽中総合 

11位、アルジャントンＮ22,442羽中総合94位、ブロア2,572羽中12位、ブールジュＮ30,748羽中総 

合218位他8回優勝 ペトロヴァ 優勝上位入賞多数 ヴァレンチノ×ポーライン 

母)イリナ Ｂ17-2065111 Ａ.デルヴァ作翔 アルジャントンＮ3,322 羽中総合優勝、他同ゾーン1,075 羽中 

優勝、ブロア2,953 羽中優勝、スワソン194 羽中優勝他 

祖父)インヴィクトゥス Ｂ13-2110100 Ａ.デルヴァ作翔 イソウドゥンＮ16,587羽中総合優勝、ナントイル 

1,535 羽中4位他上位入賞多数  パブロ×Ｂ12-2080086(ラ・スーテレーヌＮ19,155羽中総合68位) 

祖母)Ｂ11-3070106 純ガビー・ファンデンアベール 全姉妹／グローリア ロイヤル・ブルー(リモージュ 

Ｎ15,507羽中総合87位、同Ｎ7,469羽中総合79位、アルジャントン4,479羽中総合46位他)×モナ 

 

 

【40】“ゾーン・イリッサ”Ｂ21-2059239  Ｂ ♂  アルベルト・デルヴァ作     



父)ゾーン・ファン・ド・ゾーン Ｂ18-2093018  Ａ.デルヴァ作 

祖父)ド・ゾーン    Ｂ10-2007030 Ａ.デルヴァ作翔 ブロアＰ2,413羽中総合11位、アルジャントンＰ3,395 

 羽中総合12位、ブロア2,572羽中12位、アルジャントンＮ22,442羽中総合94位、ブールジュＮ30,748 

 羽中総合218位他 兄弟／プリシラ 優勝9回、グレＮ15,007羽中総合4位、同Ｎ16,988羽中総合33位、 

アルジャントンＮ6,795羽中総合5位、同Ｎ22,463羽中総合16位、プリモ シャトローＳＮ4,056羽中 

総合22位、シャトローＳＮ9,026羽中総合73位他、シャトローＰ1,039羽中優勝、同ＳＮ6,281羽中総 

合3位、アルジャントンＮ11,001羽中総合49位、シャトローＮ16,479羽中総合75位、シャトローＩ 

Ｐ8,854羽中総合87位他優勝多数 ペリナ アルジャントンＮ20,844羽中総合11位、同Ｎ6,177羽中総 

合14位、ブールジュＮ13,354羽中総合101位、モンリュソン5,052羽中総合9位、同Ｎ8,619羽中総 

合13位他優勝多数でKBDBＮエース鳩第8位 ド・ゾーン ブロアＰ2,413羽中総合11位、アルジャ 

ントンＮ22,442羽中総合94位、ブロア2,572羽中12位、ブールジュＮ30,748羽中総合218位他8回 

優勝 ペトロヴァ 優勝上位入賞多数 ヴァレンチノ×ポーライン 

祖母)Ｂ13-2110005 Ａ．デルヴァ作翔 スワソン554羽中優勝、メルン278羽中優勝、同284羽中優勝、 

 ブロア271羽中優勝、グレ1,491羽中8位、アルジャントン4,505羽中37位、ブールジュ7,479羽中59 

位他 Ｊ.＆Ｊ.バーク作の雄×ペリナ(上記ド・ゾーンの全姉 アルジャントンＮ20,844羽中総合11位、 

モンリュソンＳＮ8,619羽中総合13位他でＮエース鳩第8位) 

母)イリッサ Ｂ18-2093077 Ａ．デルヴァ作翔 アルジャントンＮ4,606羽中総合優勝、ラ・スーテレーヌＮ 

 946羽中総合5位、ブールジュＮ23,191羽中総合83位、シャトローＮ12,855羽中総合85位、同Ｎ2,080 

 羽中総合188位 

 祖父)オメ・ヴィレム ＮＬ10-1688331 ヴィレム・ドブルイン作 ブラウエ・モーリス×ミネルヴァ 

 祖母)イリナ Ｂ17-2065111 Ａ.デルヴァ作翔 アルジャントンＮ3,322 羽中総合優勝、他同ゾーン1,075 

羽中優勝、ブロア2,953 羽中優勝、スワソン194 羽中優勝他 インヴィクトゥス×ガビー・ファンデ 

ンアベール 

 

 

【41】“ドホテル・チャイナ・001”ＮＬ21-1219073 ＢＣ ♀ リン共同鳩舎作 

父)チャイナ・001 ＮＬ19-1696001 Ｂ リン共同鳩舎作翔 ポントワーズ9,157 羽中総合優勝、同2,001 

羽中優勝、同15,351 羽中総合14 位、シャトロー1,633 羽中3 位、ペロンヌ2,218 羽中9 位、同2,271 

羽中12 位、ポン・サン・マクサンス2,201 羽中12 位、同1,958 羽中15 位、ニールグニース3,166 羽中 

13 位、ヴィエルゾン2,842 羽中総合13 位、レンニク2,805 羽中16 位、フォンテネイ5,725 羽中総合17 

位他でWHZB 短中距離N エース鳩第1 位 

祖父)ド・L197 ＢＣ リン共同鳩舎作翔 フォンテネイ若鳩480Ｋ12,440 羽中総合11 位、同3,558 羽 

中2 位、ブロア1,0551 羽中優勝、ムラン2,581 羽中総合19 位、ポン・サン・マクサンス2,601 羽中 

13 位、ハーゼルドンク1,069 羽中6 位他でWHZB 若鳩中距離エース鳩第2 位 インブレッド・タイ 

ガー×コープマン作 

祖母)オリンピック・ジャネケ ＮＬ17-1310250 Ｂ リン共同鳩舎作翔 キェブラン3,277 羽中優勝、ア 

ラース2,346 羽中優勝、ポン・サン・マクサンス1,190 羽中優勝、デュッフェル3,905 羽中3 位、ペ 

ロンヌ2,798 羽中3 位他で、19 年国際オリンピアード1 才鳩第1 位 ゴールデン・ドラゴン×オリン 

ピック・エラー・404  

母)オリンピック・ペトラ ＮＬ18-1053319 ＢＣ Ｐ.Ｃ.ファンゲルダー作翔 ナントィル2,867羽中優勝、 

 シャトローNPO4,973 羽中総合優勝、21 年オリンピアード中距離Ｎ1 位、同長距離Ｎ3 位他 

 祖父)Ｂ16-6049977 Ｂ 祖父母迄Ｌ.Ｂ＆Ｊ.ゲーリンクス作 シルヴェスター・グラディエーター・ラ 

イン オリンピアード1位の甥 

 祖母)マザー・オリンピック・ペトラ ＮＬ15-1655617 ＤＣ Ｐ.Ｃ.ファンゲルダー作 アンクル・ミス・ 

163×モーイエ・900(シモンズ兄弟) 

 



 

【42】“ブロア・チャイナ・001”ＮＬ21-1219059 ＢＣ ♂ リン共同鳩舎作 兄弟／チャイナ・001 19-001 ポ

ントワーズ 9,157 羽中総合優勝、同 2,001 羽中優勝、同 15,351 羽中総合 14 位、シャトロー1,633 羽中 3

位、ペロンヌ2,218 羽中 9 位、同2,271 羽中12 位、ポン・サン・マクサンス2,201 羽中12 位、同1,958

羽中 15 位、ニールグニース 3,166 羽中 13 位、ヴィエルゾン 2,842 羽中総合 13 位、レンニク 2,805 羽中

16 位、フォンテネイ5,725 羽中総合17 位他でWHZB 短中距離N エース鳩第1 位 

父)ド・L197 ＢＣ リン共同鳩舎作翔 フォンテネイ若鳩480Ｋ12,440 羽中総合11 位、同3,558 羽中2 

位、ブロア1,0551 羽中優勝、ムラン2,581 羽中総合19 位、ポン・サン・マクサンス2,601 羽中13 位、 

ハーゼルドンク1,069 羽中6 位他でWHZB 若鳩中距離エース鳩第2 位 

 祖父)インブレッド・タイガー ＮＬ15-1739746 ＢＣ リン共同鳩舎作翔 アルジャントン605羽中8位 

他両親フェルケルク作 タイガーの近親 

 祖母)ＮＬ13-1275507 ＢＣ リン共同鳩舎作 直仔／NPO 若鳩Ｎエース鳩20 位 両親コープマン作 

母)オリンピック・ジャネケ ＮＬ17-1310250 Ｂ リン共同鳩舎作翔 キェブラン3,277 羽中優勝、アラー 

ス2,346 羽中優勝、ポン・サン・マクサンス1,190 羽中優勝、デュッフェル3,905 羽中3 位、ペロンヌ 

2,798 羽中3 位他で、19 年国際オリンピアード1 才鳩第1 位 

祖父)ゴールデン・ドラゴン ＮＬ09-1214695 Ｂ Ｊ.オウワーケルク作翔 アルジャントン1,483 羽中 

優勝、ニヴェユ6,684羽中総合5位、オルレアン3,365羽中総合6位、ツール4,591羽中総合10位他 

でWHZB 長距離Ｎエース鳩第12 位 直仔／17-250 19 年ポーランド・オリンピアード1 才鳩国際1 

位 Ｋ.ボスア800(クライネ・フィーゴ直仔)×スーパー・484娘  

 祖母)オリンピック・エラー・404 ＮＬ14-1094404 Ｂ リン共同鳩舎作翔 ペロンヌ1,150 羽中優勝、 

シャトロー2,095 羽中3 位、ナントィル5,363 羽中総合9 位、アッセ4,489 羽中8 位、ロワイエ1,906 

羽中4 位他で、WHZB 雌鳩Ｎエース鳩2 年連続6 位、NPO 長距離Ｎエース鳩7 位 Ｐ.フェーンスト 

ラのロレックス直仔×フェルケルク作マジック・アモレー娘 

  

 

【43】“ブロア・モナ・リザ”ＮＬ21-1218851 ＤＣ ♂ リン共同鳩舎作翔 デュッフェル3,763 羽中36 位、同

4,164 羽中529 位、モルリンコート2,819 羽中72 位、キェブラン3,438 羽中140 位、ニールグニース3,126

羽中 598 位 兄弟／18-783 イソウドゥン 5,531 羽中総合 2 位、キェブラン 4,311 羽中総合 3 位、ブロア

4,639 羽中総合4 位、ハーゼルドンク1,069 羽中優勝、アルジャントン4,258 羽中総合13 位、ポントワー

ズ4,320 羽中総合14 位、メルン7,156 羽中総合54 位、ポン5,119 羽中総合40 位他で19 年長距離Ｎエー

ス鳩第3 位 

父)ドラゴン・フェニックス ＮＬ13-1961565 ＤＣ リン共同鳩舎作 

 祖父)ゴールデン・ドラゴン ＮＬ09-1214695 Ｂ Ｊ.オウワーケルク作翔 アルジャントン1,483 羽中 

優勝、ニヴェユ6,684羽中総合5位、オルレアン3,365羽中総合6位、ツール4,591羽中総合10位他 

でWHZB 長距離Ｎエース鳩第12 位 直仔／17-250 19 年ポーランド・オリンピアード1 才鳩国際1 

位 Ｋ.ボスア800(クライネ・フィーゴ直仔)×スーパー・484娘  

 祖母)ゴールデン・フェニックス ＮＬ09-1214694 ＢＣ Ｊ.オウワーケルク作翔 オルレアン2,716羽 

中総合5位、ペロンヌ836羽中2位、同7,011羽中総合25位、モルリンコート5,948羽中総合23位、 

ストロームベーク6,326羽中総合28位他  直仔／11-226 WHZB13 年最優秀雌鳩第10 位、TBOTB オ 

ールラウンド第15 位他 上記ゴールデン・ドラゴン同腹 

母)ＮＬ14-1094310 ＢＣ リン共同鳩舎作 

 祖父)ＮＬ07-1817541 ＬＢＣ 両親共Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作 ピカソ×マジック・アモーレ 

 祖母)ＮＬ11-1737021 ＢＣ 両親共フェルケルク作 アヴィエーター×オリンピック・ソランジェ 

 

 

【44】“ドホテル・スモー”ＮＬ21-1219064 ＢＣ ♀ リン共同鳩舎作 



父)ゾーン・オリンピック・ハリケーン ＮＬ18-1102502 ＬＢＣ ヴィレム・ドブルイン作 

祖父)オリンピック・ハリケーン ＮＬ10-1688185 ＢＣ Ｗ.Ａ.ドブルイン作翔 ポメロイル2,753 羽 

中優勝、アブリス2,132 羽中優勝他で、11 年ポーランド・オリンピアード若鳩代表 直仔／オリンピ

ック・フローム 13 年スロヴァキア・オリンピアード1 才鳩代表 アルジャントンNPO7,796 羽中総

合2 位、ナイフェル4,974 羽中総合優勝 レスキン16,450 羽中総合3 位、マンテス10,446 羽中総合

3 位他 ストーム×フェアリー・テール 

 祖母)ティティア ＮＬ12-1617996 ＢＣ 両親共ドブルイン作翔 第5地区エース鳩第12位 チタン× 

オリンピックシャヌルケ 

母)スモー ＮＬ17-130998 Ｂ リン共同鳩舎作ヒルゲルソム＝タイセン使翔 18年WHZBＮエース鳩5位  

 祖父)ブラザー・エリン ＮＬ15-1208776 Ｂ マンテル共同鳩舎作翔 兄弟／エリン キェブラン2,109 

羽中優勝、同3,377 羽中3 位、デュッフェル1,483 羽中優勝、トンゲレン1,028 羽中優勝 ロイヤル・ 

ケープ×ダリダ(純レオ・ヘレマンス) 

 祖母)オリンピック・エラーの娘 ＮＬ15-1731807 ＢＣ エース・アゲインスト・タイム×)オリンピッ 

  ク・エラー(フェーンストラ・フェルケルク) 

 

 

【45】“ドホテル・オリンピック・ニーナ”Ｂ21-5050052 ＢＬＫＣ ♀ ボスマンス＝リーケンス作 

父)Ｂ14-2099547 ボスマンス＝リーケンス作 兄弟／13-284 285  2Ｎレースチャンピオン 14-536 ア 

ルジャントンＰ優勝の母 

 祖父)ビューティ・カンニバール Ｂ11-5170241 カンニバール近親×ラッキー・ルークの娘 

 祖母)Ｂ11-5170218 スーパー・パパ×スーパー・ママ 

母)オリンピック・トリプル・ニーナ Ｂ14-2090027 ボスマンス＝リーケンス作翔 優勝5回 15年KBDB 

中距離Ｐエース鳩第1位、17 年ブリュッセル・オリンピアード・オールラウンド部門代表第2 位 

祖父)オリンピアード・トリプル・エース Ｂ11-5143219 12年KBDB中距離Ｎエース鳩第１位、オリンピ 

アード1才鳩代表 ギエンＰ5,386羽中総合優勝、同8,044羽中最高分速 直仔／優勝６羽 Ｂ04-093(グ

ーデ・ヤールリング直仔)×Ｂ06-694(Ｇ.ファンデンアベール近親×プロス・ローザン) 

祖母)ブラック・ママ Ｂ11-5118953直仔／優勝12回 Ｂ07-5082347×Ｂ08-5185745  

 

 

【46】“ゾーン・トリプル・バス×Ｏ.Ｔ.Ｂ21-5050063 ＢＬＫＣ ♂ ボスマンス＝リーケンス作  

父)トリプル・バス Ｂ19-5037186 ボスマンス＝リーケンス作翔 グレ1 才鳩Ｎ12,888 羽中総合優勝  

 祖父)トリプル・73 Ｂ15-2181273 姉妹／オリンピック・トリプル・ニーナ 17 年ブリュッセル・オリ

ンピアード・オールラウンド部門代表 オリンピック・トリプル・エース×ブラック・ママ 

 祖母)ＮＬ17-1277592 Ｇ.＆Ｂ.フェルケルク作 オリンピック・ファイアー・アイズ×ソランジェの娘 

母)Ｏ.Ｔ. Ｂ20-5091621 ボスマンス＝リーケンス作翔 シャトロー若鳩Ｎ15,322 羽中総合優勝 同腹 

 ／Ｏ.Ｊ.622 アルジャントンＮ23,280 羽中総合6 位他でゲントのＮエース鳩1 位 姉妹／ルーシー シ 

ャトローＩＰ3,026 羽中総合優勝他で20 年KBDB オールラウンド部門Ｎエース鳩第14 位 

  祖父)Ｂ16-2256947  ビューティ・カンニバール×スーパー・ママ 

 祖母)トリプル・029 Ｂ14-2090029姉妹／オリンピック・トリプル・ニーナ 17 年ブリュッセル・オリ

ンピアード・オールラウンド部門代表 オリンピック・トリプル・エース×ブラック・ママ 

 

 

【47】“ブロア・Ｏ.Ｔ.”Ｂ21-5050078 ＢＷ ♂ ボスマンス＝リーケンス作 全兄弟／Ｏ.Ｔ. シャトロー若

鳩Ｎ15,322 羽中総合優勝 Ｏ.Ｊ.622 アルジャントンＮ23,280 羽中総合6 位他でゲントのＮエース鳩1 位 

ルーシー シャトローＩＰ3,026 羽中総合優勝他で20 年KBDB オールラウンド部門 Ｎエース鳩14 位 

父)Ｂ16-2256947 ボスマンス＝リーケンス作 



祖父)ビューティ・カンニバール Ｂ11-5170241 カンニバール近親×ラッキー・ルクの娘 

 祖母)Ｂ11-5170218 スーパー・パパ×スーパー・ママ 

母)トリプル・029 Ｂ14-2090029 ボスマンス＝リーケンス作 全姉妹／オリンピック・トリプル・ニーナ 

祖父)オリンピアード・トリプル・エース Ｂ11-5143219 12年KBDB中距離Ｎエース鳩第１位、オリンピア

ード代表 ギエンＰ5,386 羽中総合優勝、同 8,044 羽中最高分速 直仔／優勝６羽 Ｂ04-093(グーデ・ヤ

ールリング直仔)×Ｂ06-694(Ｇ.ファンデンアベール近親×プロス・ローザン) 

祖母)ブラック・ママ Ｂ11-5118953直仔／優勝12回 Ｂ07-5082347×Ｂ08-5185745  

 

 

【48】Ｂ21-5050130 ＢＷ ♀ ボスマンス＝リーケンス作 

父)トリプル・73 Ｂ15-2181273 ボスマンス＝リーケンス作 全姉／トリプル・ネナ・027 優勝5 回 15 

年KBDB 中距離Ｐエース鳩第1 位 

祖父)オリンピアード・トリプル・エース Ｂ11-5143219 12 年KBDB 中距離Ｎエース鳩第１位、オリン 

 ピアード代表 ギエンＰ5,386 羽中総合優勝、同8,044 羽中最高分速 直仔／優勝６羽 Ｂ04-093(グー 

デ・ヤールリング直仔)×Ｂ06-694(Ｇ.ファンデンアベール近親×プロス・ローザン) 

祖母)ブラック・ママ Ｂ11-5118953直仔／優勝12回 Ｂ07-5082347×Ｂ08-5185745  

母)ＮＬ17-1277592 Ｇ.＆Ｂ.フェルケルク作 

祖父)オリンピック・ファイアー・アイズ ＮＬ14-1059627 ＬＢＣ フェルケルク父子作翔    17年ベルギ 

ー・オリンピアード代表 16年同Ｎ47,539羽中総合4位、ポン・サン・マクサンス3,2967羽中第3分 

速他 ドナルド×アイ・キャッチャー 

 祖母)イサ ＮＬ12-1619131 フェルケルク作 ブルドーザー×ソランジュ 

 

 

【49】“インテールト・マヌー”ＮＬ21-1504682 ＬＢＣ ♂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 ※超銘鳩マヌー近親 

父)ＮＬ19-1244562 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 

祖父)ロイヤル・ドリーム ＮＬ12-1076982 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作 種鳩 純コープマン系 

カシアス×レディ・プロミス 

祖母)マヌー ＮＬ16-4784182 Ｂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作翔 シャトローＮ754Ｋ3,647羽中総合優勝（第

2～４セクター19,192羽中最高分速）、ブールジュＮ第4Ｓ703Ｋ5,877羽中総合優勝、センス1,069羽中

優勝、、、、アッセ736羽中4位、ラオン6,371羽中総合60位    スーパー・クラック・リック×ゴウドバンド     

母)超銘鳩マヌー ＮＬ16-4784182 Ｂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作翔 シャトローＮ754Ｋ3,647 羽中総合優勝

（第2～４セクター19,192羽中最高分速）、ブールジュＮ第4Ｓ703Ｋ5,877羽中総合優勝、センス1,069

羽中優勝、、、、アッセ736羽中4位、ラオン6,371羽中総合60位 兄弟／アマディ センスＮ8,780羽中総

合4位他でWHZB=TBOTB長距離Ｎエース鳩第4位、パコ ブールジュＮ5,877羽中総合2位他    

 祖父)スーパー・クラック・リック B05-6394218 B H.ファンサンデ作翔 アントワープP2 回優勝鳩 直 

  仔／サピーア 自動車獲得  

 祖母)ゴウドバンド ＮＬ10-1109882 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 直仔／マヌー＋パコ ブールジュ 

P(第4セクター)5,877羽中総合優勝、2位 

 

 

【50】“ハーフザス・マヌー”ＮＬ21-1504578 ＢＣ ♀ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 

父)スーパー・クラック・リック B05-6394218 B H.ファンサンデ作翔 アントワープP2 回優勝鳩 直仔 

／サピーア 自動車獲得 マヌー＋パコ ブールジュNPO(第4 セクター)5,877 羽中総合優勝、2 位 

祖父)B03-6113116 デン・120×W.ゾーンチェス 

祖母)B03-6133334 レオン・エンゲルス×W.ゾーンチェス 

母)マレナ ＮＬ19-1244859 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作 種鳩 純コープマン系 



祖父)ロイヤル・ドリーム ＮＬ12-1076982 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作 種鳩 純コープマン系 

カシアス×レディ・プロミス 

祖母)ガリシア ＮＬ13-1654919 ＬＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 直仔／パタヤ最終レース530Ｋ優勝 

  ゴールド・マイン×ラファエラ  

 

 

【51】“ゾーン・アマノ”ＮＬ21-1504511 ＢＣ ♂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 

父)アマノ ＮＬ18-4718197 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作翔 ロリス第4 セクター6,086 羽中総合優勝、シ 

ャトードゥン4,511羽中総合18位、シメイ9,460羽中総合33位、トンゲレン6,743羽中136位他 

 祖父)フリドゥス ＮＬ10-1109626 Ｂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作翔 395羽中10位 直仔／マルティン  

6,386 羽中総合2 位、7,848 羽中総合3 位、5,247 羽中総合6 位、4,494 羽中総合9 位他 ビヤルネ(ド 

ラウ＝サブロン)×モニク(Ｍ..アエルブレヒト) 

 祖母)ワラダ ＮＬ15-1230929 ＤＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 異母兄弟／ファーサイ センスNPO4,237 

羽中総合優勝、異父兄弟／タイシャ 9,460 羽中総合優勝(17,862 羽中最高分速) ロイヤル・ドリーム 

×アドラ 

母)アマディ ＮＬ16-1072675 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作翔 18 年WHZB/TBOTB 当日長距離Ｎエース 

 鳩第4 位 センスNPO4,410 羽中総合2 位他 姉妹／マヌー ブールジュNPO(704Ｋm)5,877 羽中総合 

 優勝他 

 祖父)スーパー・クラック・リック B05-6394218 B H.ファンサンデ作翔 アントワープＰ2回優勝鳩 直 

  仔／サピーア 自動車獲得 マヌー＋パコ ブールジュNPO(第4セクター)5,877羽中総合優勝、2  位 

 祖母)ゴウドバンド ＮＬ10-1109882 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 直仔／マヌー＋パコ ブールジュ 

NPO(第4 セクター)5,877 羽中総合優勝、2 位 

 

 

【52】ＮＬ21-1504498 ＬＢＣ ♀ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 

父)ロイヤル・ドリーム ＮＬ12-1076982 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作 種鳩 

祖父)カシアス ＮＬ02-2373002 ＢＣ 直仔／ヴァキール 09 年ブロア NPO6,279 羽中総合 3 位 兄妹近

親交配直仔 超銘鳩クライネ・ディルク(トロイＮ17,8831羽中総合優勝、ブールジュＮ7,155羽中総

合優勝、マーゼイク3,522 羽中優勝、Ｎエース鳩第1位)×超銘鳩アンネリーズ(シメイ15,438 羽中

総合優勝、同10,000羽中総合2位、トロイＮ13,137羽中総合2位で、クライネ・ディルクの実妹) 

 祖母)レディ・プロミス ＮＬ08-2049038 ＢＣ エルマー・フェーンズ・ホープ×マライケ 

母)ミス・ソンネニー ＮＬ14-4750762 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 直仔／ヴィクトリア・フォールズ委託レ

ース205Ｋ優勝 

 祖父)ブルー・エナジー ＮＬ03-2324278 ロリス×イ・ミン(超銘鳩クライネ・ディルクの妹) 

 祖母)ミス・ジェンジラ ＮＬ12-4703529 ＢＣ 両親共Ｃ.＆Ｇ.コープマン作翔 ブレトィルNPO486Ｋ 

4,564 羽中総合優勝、ボクステル10,270羽中総合74位、ピティヴィエ4,494羽中総合16位他 シル 

ヴァヌス×ニドラ 

 

 

【53】“ゾーン・カス・フロール” Ｂ20-4145564 ＤＣ ♂ デスメイター＝レスチアン作  

父)カス Ｂ10-4281712  ＤＣＷ デスメイター＝レスチアン作翔 14 年リブルヌＰ551 羽中優勝、ジャ 

 ルナックＮ3,741 羽中総合18 位で1 才鳩長距離Ｎエース鳩第5 位、15 年ポーＮ1,980 羽中当日只1 羽 

帰り総合優勝、同ＩＮ9,052 羽中総合優勝 全兄弟／14 年ＫＢＤＢ1 才鳩超長距離Ｎエース鳩第5 位 

直仔／ブールジュ228 羽中優勝、同Ｎ1 才鳩19,133 羽中総合95 位 

 祖父)サン・ヨースト Ｂ03-4456329 ＤＣ 最高種鳩 両親共デスメイター＝レスチアン作 ヨースト 

×アスケ2001(01年若鳩長距離Ｎエース鳩第1位) 



 祖母)ヤンダーケ ＮＬ03-1344459 ＤＣＷ FPP作 ダックスＮ18,323羽中総合優勝ヤンダー×ヴァ 

ルポット・ローイマン  

母)フロールケ Ｂ16-4139838 Ｂ デスメイター＝レスチアン作翔18年バルセロナＩＮ15,707羽中総合2位、 

同雌の部優勝 直仔／20年アジャン優勝、ブリーブ優勝、2位、ナルボンヌＮ総合26位  

祖父)ソン・グラン・クリュ Ｂ09-4051348 ＤＣ デスメイター＝レスチアン作 直仔／サンバンサンＮ 

総合37位、ペルピニャンＮ総合98位 直仔／サンバンサンＮ総合37位、ペルピニャンＮ総合98位 

基礎鳩グラン・クリュ×シャネル（カサールトのスーヤックN総合優勝ナスダックの娘） 

祖母)ワンダー・レディ Ｂ14-4270934 Ｂ  デスメイター＝レスチアン作 基礎鳩ヨーストの超近親 

  ペルサップ×640・シスター・ヨースト 

 

 

【54】“ゾーン・セルシウス”Ｂ20-4145246 ＢＣ ♂ デスメイター＝レスチアン作 

父)セルシウス Ｂ14-4178447 ＤＣ デスメイター＝レスチアン作翔 18年ナルボンヌＩＮ15,501羽中総 

合優勝(36.7度の高温下、２位を25分引き離す)、 アジャンＮ総合75位 

祖父)サン・ダックス・グラディエーター ＮＬ03-1536620 ＢＣ クルヴェルス＝デヴィールト作 フ 

ォンドシュピーゲル誌5年間の最優秀超長距離鳩ダックス・グラディエーター×ヴァイナンツ父子の 

ヴァレリーニの娘 

祖母)ヨーストの娘 Ｂ03-4456321  デスメイター＝レスチアン作 ヨースト×ベンジャミン 

母)シスター・フロールケＢ19-4023964 ＢＣ 全姉妹／フロールケ 18 年バルセロナＩＮ15,707 羽中総合

2 位、同雌の部優勝 直仔／20 年アジャン優勝、ブリーブ優勝、2 位、ナルボンヌＮ総合26 位  

祖父)ソン・グラン・クリュ Ｂ09-4051348 ＤＣ デスメイター＝レスチアン作 直仔／サンバンサンＮ 

総合37位、ペルピニャンＮ総合98位 直仔／サンバンサンＮ総合37位、ペルピニャンＮ総合98位 

基礎鳩グラン・クリュ×シャネル（カサールトのスーヤックN総合優勝ナスダックの娘） 

祖母)ワンダー・レディ Ｂ14-4270934 Ｂ  デスメイター＝レスチアン作 基礎鳩ヨーストの超近親 

  ペルサップ×640・シスター・ヨースト 

 

 

 

 

【55】“ゾーン・ラヴァル” Ｂ20-4145904 ＢＣ ♂ デスメイター＝レスチアン作 

父)ラヴァル Ｂ13-4285904 ＢＣ デスメイター＝レスチアン作翔 15 年ペルピニャンＮ5,254 羽中総合 

8 位、ポーＮ1,980 羽中総合9 位、サンバンサンＮ3,037 羽中総合49 位他で、KBDB 国際超長距離3 

レース最優秀鳩 

 祖父)ブロア・ヨースト Ｂ01-4376168 ＤＣ デスメイター＝レスチアン作 兄弟／ヨースト 03年ペル 

ピニャンＩＮ1才鳩優勝 直仔／ボルドー ド・95フェルフィッシュ×スーパー・23エルネスト 

 祖母)グラン・クリュの娘 Ｂ07-4241464 ＢＣ 両親共デスメイター＝レスチアン作 グラン・クリュ(ボ 

ルドーＩＮ1才鳩の部優勝)×レディ・フィンス(サンバンサンＮ1才鳩優勝) 

母)ジタンの娘  Ｂ13-4267885 ＢＣ デスメイター＝レスチアン作 異父姉／ペギー 超長距離Ｎエース鳩 

第１位 孫／16年KBDB超長距離Ｎエース鳩第7位、第8位！ 

祖父)ジタン Ｂ07-4335449 ＢＣ デスメイター＝レスチアン作 スーパー種鳩 ナルボンヌ1×ペル 

ピニャン・キングの近親 

 祖母)ローステ・デフェルス ＤＶ05332-03-58 ＲＣ ウルリッヒ・デフェルス作 直仔／国際超長距離 

  エース鳩第１位、ペリギューＮ総合優勝、ポーＮ総合7位 

 

 

【56】“ドーター・レッド・エース” Ｂ20-4228302 ＤＣＷ  ♀ デスメイター＝レスチアン作  

父)レッド・エース Ｂ13-6202996 ＲＣ クリストフ・モルテルマンス作翔 16 年ナルボンヌＮ総合 

2 位、バルセロナＮ総合22 位で、同年KBDB 超長距離Ｎエース鳩第1 位 孫／ポーライン（クリストフ・



モルテルマンス作翔 バルセロナ P909 羽中優勝、同 N6,916 羽中総合 22 位、同 IN16,595 羽中総合 97

位 

 祖父)ロード・クラマース ＮＬ11-1066309 ＲＣ ウィール・クラマース作 08－977（サンバンサンＮ総 

合8位×タルベＮ総合3位）×06－860（バルセロナＮ総合88位×ハーゲンス兄弟のサリナの近親） 

 祖母)レッド・エースの母 Ｂ11-4010716 ラームスドンク＝ルイス作 

母)カス・バロテッリＢ15-4271078 ＤＣ デスメイター＝レスチアン作 

祖父)カス Ｂ10-4281712  ＤＣＷ デスメイター＝レスチアン作翔 14 年リブルヌＰ551 羽中優勝、ジ 

 ャルナックＮ3,741 羽中総合18 位で1 才鳩長距離Ｎエース鳩第5 位、15 年ポーＮ1,980 羽中当日只1 

 羽帰り総合優勝、同ＩＮ9,052 羽中総合優勝    サン・ヨースト×ヤンダーケ    

 祖母)ＮＬ10-1523561 ＢＣ フェルヴェイ＝ドハーン作 直仔／タルベNPO総合優勝(分速995m) 兄弟 

  ／バロテッリ アジャンＩＮ7,135羽中総合優勝、カオールＮ5,571羽中総合5位、同Ｎ5,340羽中総合6位 

 

 

【57】“ザス・サラ＆ナディン”Ｂ21-6015289 ＢＣＷ ♀ ウィリー・ダニエルス作 

全姉／サラ 15年イソウドゥンＮ11,984羽中総合5位、16年KBDB1才鳩大中距離Ｎエース鳩第1位 ナデ

ィン ヴィエルゾン4,854 羽中総合優勝、同13,031 羽中最高分速他で、17 年Ｎエース鳩第1 位 

父)フロールス Ｂ13-6314344 Ｗ.ダニエルス作 

 祖父)Ｂ11-6191099 ＤＣＷ ド・ズッテ×ヴィットノイス 異父兄弟／アイスコップ FCAエース鳩1位 

 祖母)リヒテ・リモ Ｂ06-6108513 Ｗ.ダニエルス作 リモ(リモージュＮ17,546羽中総合4位、ブールジュ 

Ｎ21,940羽中総合74位)×ナショナールチェ(ラ・スーテレーヌＮ16,297羽中総合35位) 

母)サキーラ Ｂ13-6051147 Ｗ.ダニエルス作 

  祖父)イカルス Ｂ11-6140809 兄弟／ニキ シャトローＮ総合優勝 ゾット(優勝14回)の孫 

 祖母)Ｂ07-6044245 Ｓ 022(優勝3回)の娘 061の孫 

 

 

【58】“ゾーン・フィネ”Ｂ21-6015290  ＢＣ ♂ ウィリー・ダニエルス作 

父)ラルス Ｂ19-6030153 Ｗ.ダニエルス作 

 祖父)ディマス Ｂ17-6038540 Ｇ.ファンデンアベールのルディの孫×ナディン(ヴィエルゾン4,854 羽 

中総合優勝、同13,031 羽中最高分速他で、17 年Ｎエース鳩第1 位でサラの妹) 

 祖母)リディア Ｂ16-6262875 Ｇ.ファンデンアベールのルディの孫×サラ(イソウドゥンＮゾーン3,582 

羽中優勝で、同Ｎ11,984 羽中総合5 位、ブールジュＮ19,889 羽中総合28 位他で、16 年Ｎエース鳩第 

1 位でナディンの姉) 

母)フィネ Ｂ19-6030104 Ｗ.ダニエルス作翔 ブールジュＮ22,502羽中総合1365位、シャトローＮ33,833 

羽中総合702位、アルジャントンＮ26,085 羽中総合28 位、イソウドゥンＮ18,176 羽中総合11 位、ラ・ 

スーテレーヌＮ15,939 羽中総合優勝、グレＮ12,888 羽中総合60 位他で、20 年Ｎエース鳩第1 位 

 祖父)ジャスパー Ｂ16-6263842 Ｗ.ダニエルス作 ウィット・コップ×リンダ 

 祖母)ブレンダ Ｂ17-6038585 Ｗ.ダニエルス作 ケリーの孫 

 

 

【59】“ゾーン・ジャスパー・ロウカ”Ｂ21-6015287 Ｂ ♂ ウィリー・ダニエルス作 

父)ジャスパー Ｂ16-6263842 Ｗ.ダニエルス作 直仔／フィネ アルジャントンＮ26,085 羽中総合28 位、 

イソウドゥンＮ18,176 羽中総合11 位、ラ・スーテレーヌＮ15,939 羽中総合優勝、グレＮ12,888 羽中総 

合60 位他で、20 年Ｎエース鳩第1 位 

祖父)ウィット・コップ Ｂ15-6035952 ＢＷ ヨス・フェルベルク作翔 アルジャントンＮ12,449羽中総合 

3位、シャトローＮゾーン8,663羽中26位 

祖母)リンダ Ｂ11-6218046 Ｗ.ダニエルス作 直仔／ケリー カースブール曽孫 



母)ロウカ Ｂ19-6030207 Ｗ.ダニエルス作翔 ブールジュＮ22,502 羽中総合4 位、シャトローＮ33,833 

羽中総合205 位、アルジャントンＮ26,085 羽中総合174 位、イソウドゥンＮ18,176 羽中総合61 位、ラ・ 

スーテレーヌＮ15,939 羽中総合111 位、グレＮ12,888 羽中総合21 位で、フィネの次点で 20 年Ｎエー 

ス鳩第2 位 

祖父)ゼノ Ｂ17-5015250 アミーゴ (Ｄ.ファンダィク)×ミス・ボルト  

祖母)アスケ1 Ｂ12-6201845 Ｗ.ダニエルス作翔 グレＮ7,681羽中総合55位、同Ｎ16,988羽中総合165 

位、ブールジュＮ22,663羽中総合77位他 アントワープ連盟若鳩長距離エース鳩第1位、全姉妹／ア 

スケ3、ステファニー  

 

 

【60】“ザス・ロウカ”Ｂ21-6015292 Ｂ ♀ ウィリー・ダニエルス作 兄弟／ロウカ ブールジュＮ22,502

羽中総合 4 位、シャトローＮ33,833 羽中総合205 位、アルジャントンＮ26,085 羽中総合 174 位、イソウ

ドゥンＮ18,176 羽中総合 61 位、ラ・スーテレーヌＮ15,939 羽中総合 111 位、グレＮ12,888 羽中総合 21

位で、フィネの次点で 20 年Ｎエース鳩第2 位 

父)ゼノ Ｂ17-5015250 

 祖父)アミーゴ Ｂ16-6075776 Ｄ.ファンダィク作 ブラウエ・カンニバール・ジュニア×ナターリア 

 祖母)ミス・ボルト Ｂ12-6123199 レオ・ヘレマンス作 同腹／ボルト 12年Ｎエース鳩第1位 

母)アスケ1 Ｂ12-6201845 Ｗ.ダニエルス作翔 グレＮ7,681羽中総合55位、同Ｎ16,988羽中総合165位、 

ブールジュＮ22,663羽中総合77位、同Ｎ13,588羽中総合136位他 アントワープ連盟若鳩長距離エース 

鳩第1位、全姉妹／アスケ3 シャトローＮ12,071羽中総合54位、ブールジュＮ18,478羽中総合62位他  

アントワープ連盟若鳩長距離エース鳩第2位、ステファニー ブールジュＮゾーン5,691羽中2位、ヴィ 

エルゾンＩＰ9,004羽中総合6位、シャトローＮ18,604羽中総合11位、同Ｎ19,691羽中総合66位、グレ 

Ｎ7,681羽中総合14位、アルジャントンＮ12,187羽中総合100位他 15年KBDB大中距離Ｎエース鳩 

 祖父)Ｂ05-6231038 37の同腹 ストーセス Ｂ04-6217290×Ｂ04-6217299 

祖母)Ｂ09-62129144 Ｗ.ダニエルス作 Ｂ05-6230022×Ｂ06-6073005 

 

 

【61】“ドホテル・オリンピック・クライド”ＮＬ21-1700864 Ｂ ♀ ペーター・ヤンセン作 

父)オリンピック・クライド ＤＶ00147-14-237 Ｂ Ｐ.ヤンセン作翔 モンス7,138 羽中総合優勝、イソ 

ウドゥンNPO1,234 羽中総合優勝、同NPO834 羽中総合優勝、ブールジュNPO1,240 羽中総合優勝、同 

NPO1,555 羽中総合3 位、シャトードゥンNPO1,764 羽中総合優勝(5,012 羽中最高分速)、ブロアNPO5,967 

羽中総合3 位、キェブラン8,470 羽中総合2 位他で、19 年オリンピアード長距離オランダ1 位 兄弟／ 

 オリンピック・ボニー 

 祖父)ＤＶ09711-12-206  両親共ハインツ・メイアー＝ラーデン作 スーパー・スター×ファンタスタ 

 祖母)ＤＶ00147-10-94 Ｐ.ヤンセン作 レイナールト×ラングハイム 

母)ＤＶ00147-14-162 ＢＣ Ｐ.ヤンセン作翔 モルリンコートＰ13,560 羽中総合7 位、シャトードゥン 

NPO6,844 羽中総合39 位、ニールグニース3,168 羽中3 位、同706 羽中優勝 ＣＨ鳩 

祖父)デア・ベステ ＮＬ09-1647161 ペーター・フェーンストラ作 兄弟／ドルチェ・ヴィタ シャトロー 

NPO1,418 羽中総合優勝、ゲネップ7,890 羽中総合優勝、ハースドンク2,657 羽中優勝、ポメロイル 

1,456 羽中優勝、フィルフォールデ1,125 羽中優勝、セザンヌ1,047 羽中優勝他、11 年オリンピアー 

ドＮ第1 位、Ｎエース鳩第1 位 ダヴィンチ×スペシャル・ブルー    

 祖母)ゴールドスティックの娘 ＤＶ09711-12-205 ＬＢＣ ハインツ・メイアー＝ラーデン作 兄弟／ 

  Ｎエース鳩 ゴールドスティック(コープマン)×ハインツ・メイアー＝ラーデン作 

 

 

【62】“ゾーン・オリンピック・ボニー”ＮＬ21-1700658 Ｂ ♂ ペーター・ヤンセン作  



父)ＮＬ15-1451880 Ｂ Ｐ.ヤンセン作翔 17～19 年31 回入賞内ビールジス16,212 羽中総合優勝、シャ 

ロン7,344 羽中総合優勝、キェブラン8,470 羽中総合3 位、ラオン6,843 羽中総合3 位、ディズィ7,013 

羽中総合6 位他入賞多数  

 祖父)ユーロ・ジュニア ＮＬ10-1274919 アイアーカンフ作 両親レオ・ヘレマンス作 ユーロ×ミステ 

リアス 

 祖母)Ｂ13-5108638 Ｂ 直仔／レイテル4,803 羽中総合優勝、ペロンヌ235 羽中優勝、イスネス7,623 

羽中総合2 位、モンス7,138 羽中総合2 位他多数 ベンダー(優勝7回)×ナショナルⅡの妹 

母)オリンピック・ボニー ＮＬ15-1451934 Ｐ.ヤンセン作翔 ブールジュNPO1,240 羽中総合2 位、同 

 1,555羽中総合13位、シャトードゥンNPO1,535羽中総合6位、同NPO638羽中総合10位、ギエンNPO1,631 

羽中総合9位、同NPO2,073羽中総合10位、ピティヴィエNPO2,123羽中総合12位、ブールジュNPO1,555 

羽中総合13 位他で19 年オリンピアード中距離1 位他 兄弟／オリンピック・クライデ 

 祖父)ＤＶ09711-12-206  両親共ハインツ・メイアー＝ラーデン作 スーパー・スター×ファンタスタ 

 祖母)ＤＶ00147-10-94 Ｐ.ヤンセン作 レイナールト×ラングハイム 

  

 

【63】“ブロア・シャンティ”ＮＬ21-1700822 ＢＣ ♂ ペーター・ヤンセン作 兄弟／シャンティ 17-935 ナ

ントィル1,610 羽中優勝、キェブラン1,042 羽中優勝、シャロンNPO16,766 羽中最高分速優勝、シャトロ

ーNPO10,298 羽中総合優勝(雌)、ヴィエルゾンNPO 総合優勝 

父)ＤＶ03294-15-862 ＢＣ Ｐ.ヤンセン作 ヴォルフガング・ルーパーのエース鳩10-272(429Ｋ3,159 羽 

中優勝、615Ｋ2,127 羽中優勝、313Ｋ1,874 羽中優勝等々で、13 年オリンピアード中距離Ｎ第1 位)の直 

仔異母姉弟交配直仔 

 祖父)Ｂ14-2338873 ＢＣ ヘルボッツ兄弟作 10-272×イヴァンの娘 

 祖母)ＤＶ01274-13-96 ＢＣ Ｗ.ルーパー作 10-272×Ｒ.ディールスのゴウドハーンチェの娘 

母)ＤＶ03294-15-928 Ｂ 種鳩  

 祖父)Ｂ14-6091991 ＢＷ 両親共ディルク・ファンデンバルク作 キッテル(13年KBDB若鳩短距離Ｎエ 

ース鳩1位)×オリンピック・ロシタの妹 

 祖母)Ｂ14-6091828 Ｂ 基礎交配の娘 兄弟姉妹／2,183羽中優勝、2,143羽中優勝、1,213羽中優勝、 

  1,155羽中優勝 グーデ・ロードの弟(娘のみ優勝7回)×ゴールデン・レオ40000 

 

 

【64】“ポルシェ・アス・863”ＮＬ21-1700863 Ｂ ♂ ペーター・ヤンセン作 

父)アス・ドファー・211 ＤＶ00147-14-211 Ｂ Ｐ.ヤンセン作翔 ナントィル 4,813 羽中 2 位、モンス 7,138

羽中 3 位、キェブラン 3,398 羽中 3 位、同 1,254 羽中 3 位、ペロンヌ 5,364 羽中 4 位、ハヌー6,851 羽中 9

位、アデッセ 5,102 羽中9 位、イスネス 6,657 羽中10 位、レイテル 4,803 羽中10 位、ラオン 7,619 羽中総

合14 位他で、NPO 短距離Ｎエース鳩第2 位 PIPA ランク同4 位  

 祖父)ＤＶ09711-08-502 Ｂ ハインツ・メイアー＝ラーデン作 兄弟／パール Ｎエース鳩1、2位の雌 

  の母 アス×ボニー＆クライドの娘 

 祖母)ＤＶ09711-11-947 ＢＣ 両親共ハインツ・メイアー＝ラーデン作 プレジデント×スープラⅡ 

母)Ｂ17-4246306 ＢＣ ピパ作 

 祖父)ポルシェ911 Ｂ14-2230911 シャトローＮ25,617羽中総合7位、ブールジュＮ21,484羽中総合11位、 

アルジャントンＮ5,327 羽中総合38 位、モンリュソンＮ16,982 羽中総合52 位、スワソン 154 羽中優勝で、 

KBDB 大中距離Ｎエース鳩5 位 ワッコ・フレディ×グラディエーターの娘 

 祖母)ニュー・フレディ 010 Ｂ15-6020010 長城鳩舎との共作 直仔／エコウン優勝他 ニュー・フレディ 

×ノーア 

 

 



【65】“ゾーン・チャッキー・ニケ”Ｂ20-6199000 Ｂ ♂ リック・ヘルマンス作翔 

父)チャッキー Ｂ18-6194572 Ｒ.ヘルマンス作翔 19 年イソウドゥンＮ19,713 羽中最高分速総合優勝  

18 年メルン1,561 羽中優勝、同2,786 羽中最高分速、ブールジュＮ1 才鳩17,969 羽中総合8 位、シャ 

トローＮ12,855 羽中総合45 位他で、KBDB 若鳩小中距離Ｎエース鳩第4 位 

 祖父)ゾーン・スーパー・コッペル ＮＬ15-1710683 Ｋ.ボスア作 レオン×ノネチェ 

祖母)プリンセス・プロパー B15-6063303 プロパー×アテナ 

母)ニケ Ｂ16-6128508 Ｂ リック・ヘルマンス作翔 16年ブールジュ若鳩Ｎ28,078羽中総合優勝 

祖父)ＮＬ14-1462354 Ｇ.コープマン作 異父兄弟／センスNPO6,386羽中総合3位、ブロイルNPO4,564 

 羽中総合6位、セザンヌNPO9,806羽中総合19位他で、NPO当日長距離エース鳩第15位、15年ブダペ 

スト・オリンピアード中距離第2位    ヤルデル×ラジンダ 

祖母)アテナ Ｂ10-6284987 Ｂ 10 年２Ｎレース最優秀若鳩第３位 ラ・スーテレーヌ601Ｋ681 羽中 

優勝、同Ｎ17,017 羽中総合12 位、グレＮ596Ｋ13,885 羽中総合12 位、11 年ドールダン376Ｋ2,974 

羽中優勝、同5,205 羽中最高分速 アルジャントン564Ｋ400 羽中優勝、同Ｎ19,782 羽中総合18 位 

ラ・シャルテ552Ｋ479 羽中優勝、同Ｎ21,189 羽中総合33 位 基礎鳩ヤールリング・ドンダーステ 

ィーン×バブルスの娘 

 

 

【66】“ザス・アミカ”Ｂ21-6167324 Ｂ ♀ リック・ヘルマンス作 全姉妹／アミカ 18-506 ブールジュＮ

23,220羽中総合16位、シャトローＮ20,800羽中総合52位、イッソウドゥンＮ10,603羽中総合67位他で、

20 年KBDB 大中距離成鳩Ｎエース鳩第7 位 

父)ブロア・ブラウエ・アス Ｂ17-6129786 ダニー・ファンダィク作 兄弟／ブラウエ・アス 15-140 スー 

プ816 羽中優勝、メルン490 羽中優勝、ギエンＰ1,466 羽中6 位、シェブラン863 羽中4 位、ノワイヨ 

ン3,329 羽中11 位他で、アントワープ連盟若鳩エース鳩第1 位 

祖父)カノン Ｂ09-6323112  ドールダン1,245羽中優勝、同1,938羽中優勝、同1,962羽中6位、マル 

ネ3,040羽中優勝、10年ドルトムント欧州杯中距離ベルギー第1位、KBDB中距離若鳩Ｎエース鳩4位 

祖母)ミネルヴァの妹 Ｂ11-6238573 Ｒ．ヘルマンス作 兄弟／ミネルヴァ グレグレグレグレ474474474474羽中優勝、同Ｎ羽中優勝、同Ｎ羽中優勝、同Ｎ羽中優勝、同Ｎ13,88513,88513,88513,885    

    羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合10101010位、アルジャントンＮ位、アルジャントンＮ位、アルジャントンＮ位、アルジャントンＮ22,42222,42222,42222,422羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合21212121位、同Ｎ位、同Ｎ位、同Ｎ位、同Ｎ4,1234,1234,1234,123羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合36363636位位位位、ブールジュＮ 

20,544羽中総合756位、ラ・スーテレーヌＮ17,017羽中総合765位他でＣＣ若鳩Ｎエース鳩第1位 

09-230 ブールジュＮ37,357羽中総合52位 09-657 アルジャントン優勝、同Ｎ23,921羽中総合105位 

 ブロア・マギー×ルシアナ 

母)フレンドシップ Ｂ14-6058777 Ｂ ヘルマンス＝フクストラ作 リック・ヘルマンス使翔 14年スープ 

2,127羽中5位、ノワイヨン3,205羽中32位、ツールＮ24,097羽中総合738位他２回入賞 15 年シャト 

ローⅠ１才鳩Ｎ535Ｋ25,617 羽中総合優勝、同44,293 羽中最高分速鳩 スープ 1,987 羽中優勝、同１才鳩 

6,134 羽中最高分速、ノワイヨン1,799羽中5位他数回入賞 リック・ヘルマンス最飛筋 

祖父)ゾーン・ハリー ＮＬ12-1783897 ヤン・ホーイマン作 兄弟／ブロアNPO4,413羽中総合6位 

  超銘鳩ハリー×ラスト・ワン    

祖母)Ｂ12-6327841 ディルク・ファンダィク作 オリンピック・ニールス×インテールト・ランボー  

 

 

【67】“ブロア・チャッキー”Ｂ21-6167323 Ｂ ♂ リック・ヘルマンス作 兄弟／チャッキー 18 年 KBDB

中距離Ｎエース鳩第4 位、19 年イソウドゥンＮ11,465 羽中総合優勝、同19,713 羽中最高分速他 

父)ゾーン・スーパー・コッペル ＮＬ15-1710684 Ｋ.ボスア作  

祖父)レオン ＮＬ08-1549024  Ｋ.ボスア作 スーパー種鳩 ユーロ×シャトロー・ダィフイェ 

祖母)ノネチェ ＮＬ08-1549173 両親共Ｋ.ボスア作 タイムアウト×ケルク・ダィフイェ 

母)プリンセス・プロパー B15-6063303 Ｒ.ヘルマンス作   

祖父)プロパー Ｂ06-6212441 兄弟／ペプシ ブールジュＮ9,021羽中総合47位、ラ・スーテ 

レーヌＮ13,965羽中総合123位    直仔／ダニー・ファンダィク鳩舎基礎鳩 スコーネ・ファン・ド・ 



ヤールリング×ブラウ・コラフレスケ 直系/N エース鳩19 羽、N 総合優入賞多数 最高種鳩 

祖母)アテナ Ｂ10-6284987 Ｂ 10 年２Ｎレース最優秀若鳩第３位 ラ・スーテレーヌ601Ｋ681 羽中 

優勝、同Ｎ17,017 羽中総合12 位、グレＮ596Ｋ13,885 羽中総合12 位、11 年ドールダン376Ｋ2,974 

羽中優勝、同5,205 羽中最高分速 アルジャントン564Ｋ400 羽中優勝、同Ｎ19,782 羽中総合18 位 

ラ・シャルテ552Ｋ479 羽中優勝、同Ｎ21,189 羽中総合33 位 基礎鳩ヤールリング・ドンダーステ 

ィーン×バブルスの娘 

 

 

【68】“ザス・クライネ・ヤン”Ｂ21-6167282 Ｂ ♀ リック・ヘルマンス作 兄弟／クライネ・ヤン ラ・ス

ーテレーヌＰ2,646 羽中優勝、同Ｎ14,315 羽中総合 3 位、アルジャントンＮ23,124 羽中総合 86 位他で、

21 年KBDB 若鳩大中距離Ｎエース鳩第4 位 21-142 アルジャントンＮ23,124羽中総合82位他 

父)ブロア・ニケ Ｂ17-6129257 リック・ヘルマンス作 兄弟／ニケ 16年ブールジュ若鳩Ｎ28,078羽中総合 

優勝 ニケの同腹 ブールジュＮ28,078羽中総合66位他  

祖父)ＮＬ14-1462354 Ｇ.コープマン作 異父兄弟／センスNPO6,386羽中総合3位、ブロイルNPO4,564 

 羽中総合6 位、セザンヌNPO9,806 羽中総合19 位他で、NPO 当日長距離エース鳩第15 位、15 年ブダ

ペスト・オリンピアード中距離第2位    ヤルデル×ラジンダ 

祖母)アテナ Ｂ10-6284987 Ｂ 10 年２Ｎレース最優秀若鳩第３位 ラ・スーテレーヌ601Ｋ681 羽中 

優勝、同Ｎ17,017 羽中総合12 位、グレＮ596Ｋ13,885 羽中総合12 位、11 年ドールダン376Ｋ2,974 

羽中優勝、同5,205 羽中最高分速 アルジャントン564Ｋ400 羽中優勝、同Ｎ19,782 羽中総合18 位 

ラ・シャルテ552Ｋ479 羽中優勝、同Ｎ21,189 羽中総合33 位 基礎鳩ヤールリング・ドンダーステ 

ィーン×バブルスの娘 

母)ビューティ・フレンドシップ Ｂ19-6109492 Ｂ Ｒ.ヘルマンス作 兄弟／アルジャントンＮ23,258羽中総合 

77位、ブールジュＮ22,502羽中総合150位他で19年KBDB若鳩Ｎエース鳩第8位        

祖父)ビューティ・92 Ｂ16-6128792 ヘルマンス＝フクストラ作 兄弟／16-527 ブールジュ8,989羽中37 

位、同7,364羽中75位、アルジャントン7,332羽中188位他 異母兄弟／チャッキー 18年KBDB中 

距離Ｎエース鳩第4位、19年イソウドゥンＮ11,465羽中総合優勝、同19,713羽中最高分速他 

  ゲノープテ・レーウ×プリンセス・プロパー 

祖母)フレンドシップ Ｂ14-6058777 Ｂ ヘルマンス＝フクストラ作 リック・ヘルマンス使翔 14年スープ 

2,127羽中5位、ノワイヨン3,205羽中32位、ツールＮ24,097羽中総合738位他２回入賞 15年シャ 

トローⅠ１才鳩Ｎ535Ｋ25,617羽中総合優勝、同44,293羽中最高分速鳩 スープ1,987羽中優勝、同１ 

才鳩6,134羽中最高分速、ノワイヨン1,799羽中5位他数回入賞 ゾーン・ハリー×ディルク・ファン 

ダィク 

 

 

【69】“スモーキー・ヨセフ”ＮＬ21-1669397 ＢＣ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作 

父)オリンピック・ヨセフ ＮＬ19-7007134 ＰＢ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作翔 シャトードゥンNPO 

  4,058羽中総合5位、ファイ＝オー＝ロジェNPO5,735羽中総合7位(同Ｎ14,036羽中総合11位)、同NPO9,218 

羽中総合13位、ニールグニース6,400羽中総合11位、同10,065羽中総合21位、セザンヌ4,195羽中総合 

14位、キエブラン6,209羽中総合46位他で、WHZB長距離Ｎエース鳩第1位、オリンピアード第2位 

 祖父)ソランジュ・ジュニア ＮＬ15-1706611 Ｂ Ｇ.＆Ｂ.フェルケルク作 タイソン×オリンピック・ 

ソランジュ 直仔／サブリスNPO4,671 羽中総合2 位、ヴィエルゾンNPO3,993 羽中総合7 位他 

 祖母)テガン ＮＬ15-1363411 ＢＣ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作翔 ヴェルヴォン6,240羽中総合優勝、 

  ナントィル2,784羽中3位他上位多数 イブラヒム×ドーア(3,970羽中優勝、6,240羽中優勝) 

母)アニー ＮＬ19-1244951 ＢＣ Ｃ.&Ｇ.コープマン作 

祖父)パコ ＮＬ16-4783976 Ｂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作翔 シャトローNPO3,647羽中総合2位 兄弟／ 

マヌー シャトローNPO3,647羽中総合優勝、ブールジュNPO5,877羽中総合優勝、センス1,069羽中優 

勝 アマディ 18年WHZB/TBOTB当日長距離Ｎエース鳩第4位 センスNPO4,410羽中総合2位 



  スーパー・クラック・リック(アントワープP2回優勝鳩)×ゴウドバンド 

祖母)ワンディー ＮＬ12-1077169 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作翔 スープNPO585Ｋ3,607羽中総合優勝、 

 アッセ11,474羽中総合18位、キェブラン1,994羽中4位、同8,902羽中18位他NPO当日長距離Ｎエ 

 ース鳩第20位 ミスター・ＢＰ(優勝7回内ナントィル11,807羽中優勝、ペロンヌ2,383羽中優勝他 

11年NPO中距離Ｎエース鳩第1位)×カンタレル(超銘鳩ハリー×マライケ) 

 

 

【70】“ルカ・603”ＮＬ21-1668603 スレート ♀ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作 

父)ルカ・モドリック ＮＬ18-1627863 Ｂ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作翔 ニールグニース2,748 羽中 

優勝、ビールジュス833 羽中優勝、ペロンヌNPO5,900 羽中総合3 位、トロイNPO3,836 羽中総合8 位 

他で、NPO、ド・アーレアベステ、PIPA、フォンドシュピーゲル紙の４若鳩Ｎエース鳩第1位タイトル獲

得 ヘレマンス＝コイスタース×ヤンセン系 

祖父)ジャックポット・ジュニア Ｂ09-1836481 Ｂ ヘレマンス＝コイスタース作 直仔孫／優勝エース 

鳩多数 ジャックポット×アルテミス 異母兄弟／ディ・カプリオ（Ｄ．ファンダイク種鳩） 

 祖母)ホンダ ＮＬ11-1342886 Ｂ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作 オリンピック・ラッキー・13×カルメン 

母)レディ・ホーク ＮＬ19-1667359 Ｂ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作翔 最初のレースのティーネン 

3,734 羽中総合5 位の後鷹に捕まり、種鳩 直仔／ティーネン2,438 羽中優勝、シメイ2,608 羽中4 位他 

 祖父)マーフィーズ・ロー ＮＬ17-1279282 Ｂ Ｗ.ドブルイン作 ポントワーズ9,705 羽中総合優勝、 

  同26,648 羽中最高分速 フォンテネイ11,526 羽中総合3 位他でFCI1 才鳩Ｎエース鳩第1 位、PIPA 

  短中距離Ｎエース鳩第1 位他 ヘルマン×ブラウエ・63 

 祖母)ジャコビン ＮＬ16-1525669 Ｂ ドブルイン ラ・スーテレーヌ4,783 羽中総合11 位、アッセ 

  2,278 羽中22 位、同5,012 羽中44 位、ラオン8,578 羽中総合47 位他 ヤヌス×ジャネケ 

 

 

【71】“ドーター・ニュー・シェ”ＮＬ21-1669022 ＢＣ ♀ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作 

父)ニュー・シェ ＮＬ15-1037627 Ｂ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作翔 シャトローNPO613Ｋ1,767 羽中総

合優勝、アルジャントンNPO641Ｋ4,121 羽中総合優勝、センスＰ17,032 羽中総合31 位、同Ｐ11,527羽中総

合81位、直仔／Ｐ短距離エース鳩2位、メルンＮ6,383羽中総合18位他  

 祖父)ブロア・レディ・ディ ＮＬ13-1445397 ＢＣ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作 兄弟／レディ・ディ  

12年長距離Ｎエース鳩第2位  

 祖母)ＮＬ11-1219069 Ｂ Ｇ.ファンドベルク作 

母)アレクシス ＮＬ17-1819983 ＤＣ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作翔 シャトードゥンＳＮ5,989 羽中総

合8位、ギエンNPO5,615羽中総合9位他上位入賞多数で、WHZB/TBOTB長距離Ｎエース鳩第8位 

祖父)イブラヒム ＮＬ09-1961435 Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作翔 ヴェルヴィンス6,240羽中総合優勝、 

 ヘール3,970羽中優勝、シャトードゥンＳＮ4,709羽中総合2位他 ファンルーン 

祖母)クローデエィオ・シェの母 ＮＬ10-1369244 ＢＣ 両親共Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作 ゲラード× 

ド・クラック(2回優勝)    

 

 

【72】“ブラザー・マジック・ロヤ”ＮＬ21-1669184 ＢＣ ♂ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作  

父)タンギー ＮＬ15-1706564 ＢＣ Ｇ.＆Ｂ.フェルケルク作 直仔／クセノン シャトードゥンＳＮ5,989 

羽中総合優勝、同Ｎ12,511羽中総合6位、ファイ＝オー＝ロジュ(オルレアン傍)NPO6,957羽中総合7位、 

シャトローNPO3,989 羽中総合8 位他で、フォンドシュピーゲル誌18～19 年長距離Ｎエース鳩第１位 

 祖父)ガヴィン ＮＬ11-1741041 ＬＢＣ Ｇ.＆Ｂ.フェルケルク作翔 13年Ｎエース鳩第18位 ヴァレ 

ンチノ×ロナウズ・ラスト 

 祖母)ボニータ ＮＬ09-1186437 ＬＢＣ シーズン後レース最優秀若鳩 全姉妹／エフォリア ブルドー 



ザー×オリンピック・ソランジュ    

母)ミス・マジック ＮＬ15-1365028 ＢＣ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作 直仔／ファイ＝オー＝ロジェNPO 

9,218羽中総合優勝、トロイNPO3,836羽中総合優勝、ペロンヌNPO5,900羽中総合9位、ブッデル4,373羽 

中8位、ヴィエルゾンNPO3,345羽中総合24位 孫／エトロイングト8,300羽中総合優勝 

 祖父)クローディオ・シェ ＮＬ13-1801609 ＢＣ 両親共Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作翔 14年WHB1才 

鳩オールラウンドＮエース鳩第1位 ベルジェラック・シェ×クローディオ・シェの母 

祖母)カイラ ＮＬ12-132977 ＢＣ 両親共Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作 ヤンセン・ファンルーン 直仔 

 ／ブールジュNPO6,182羽中総合優勝、シャトードゥンNPO3,251羽中総合4位、同NPO3,251羽中総合9 

位、トロイNPO4,122羽中総合5位、シャトローNPO2,200羽中総合7位他 カイン(ペロンヌ5,535羽中 

総合優勝)×プリマ・ハットーホ(ナントィルNPO7,331羽中の祖母) 

 

 

【73】“ブロア・ハンネ”Ｂ21-500030158 Ｂ ♂ サブリナ・ブルグマンス作 兄弟／ハンネ  アルジャントン

Ｎ23,124羽中総合優勝、同32,971羽中最高分速、ヴィエルゾン18,710羽中総合261位他入賞多数 

父)ハンネの父 Ｂ20-5086547 Ｂ サブリナ・ブルグマンス作 兄弟／ミラ 19-737 センスＰ4,664 羽中総 

合優勝、メルンＰ1,060 羽中総合優勝、同Ｐ5,943 羽中総合3 位他兄弟上位入賞多数 

 祖父)ランゲ・ブラウエ Ｂ13-5027749 Ｂ Ｓ.ブルグマンス作 基礎鳩ブラウエ・ファリエーレ(ファレ 

ーレ・マヒールス作)×グード・グライス(ロジェ・ブーフェンス) 

 祖母)ミランダ Ｂ15-2185859 Ｂ Ｓ.ブルグマンス作翔 ヴィエルゾン1,854 羽中優勝、ラ・スーテレ 

ーヌＮ2,930 羽中総合15 位、同Ｎ9,584 羽中総合30 位、シャトローＮ2,109羽中19位 ストーン(Ｇ. 

ファンデ・ヴァウワー)×ブラウ・プッズィス(マリオ・プッズィス) 

母)ハンネの母 Ｂ19-2034014 Ｂ レオン・ヤコブス作 直仔／20-603 シャトローＮ15,322羽中177位他 

 祖父)スコーン・オーホ・ファン・ド・ディッケ Ｂ18-2106818 Ｂ 両親共Ｌ.ヤコブス作 

 祖母)Ｂ13-2097322 Ｂ 両親共Ｌ.ヤコブス作翔 自身ヴィエルゾンＩＰ5,719羽中総合優勝 

 

 

【74】“ゾーン・サブリナ”Ｂ21-5118599 Ｂ ♂ サブリナ・ブルグマンス作 

父)ゾーン・シャルロッテ Ｂ14-2341693 Ｂ 両親共Ｓ.ブルグマンス作 直仔／ヴォウト センスＰ2,969 

羽中総合優勝  

祖父)基礎鳩ウィリー Ｂ08-5013939 Ｂ Ｓ.ブルグマンス作 基礎鳩ブラウエ・ファリエーレ(ファレー 

レ・マヒールス作)×Ｓ.ブルグマンス作メニム 直仔／中距離Ｎエース鳩3、4、5、8位 

 祖母)シャルロッテ Ｂ13-5024923 Ｂ Ｓ.ブルグマンス作翔 14年1才鳩大中距離Ｎエース鳩第1位 

  Ｓ.ブルグマンス×ロジェ・ブーフェンス 

母)サブリナ Ｂ19-5082780 Ｂ Ｓ.ブルグマン作翔 21 年ラ・スーテレーヌＮ8,383 羽中総合優勝、19 年 

チュールＮ4,451 羽中総合60 位、アルジャントンＰ2 位他で、大中距離Ｐエース鳩第3 位、兄弟／ブラ 

ック・パンサー 20 年大中距離Ｐエース鳩1 位、同Ｎエース鳩第4 位、サブリナの妹 ソールダン優勝 

祖父)サブリナの父 Ｂ18-5028598 ＢＬＫＣ  Ｓ.ブルグマンス作 ハルフブロア・ウィリー ×スーパ 

ー・コッペルの娘 

祖母)ミス・ベルサー Ｂ13-6060454 Ｂ ヨハン・ド・ベルサー作翔 アルジャントンＮ7,534 羽中総合 

28 位、同Ｎ19,303 羽中総合72 位、ブールジュ2,966 羽中15 位、モンリュソン1,900 羽中13 位他 

  デン・エンゲルス 1×アランカ 

 

 

【75】“ブロア・ミス・フェイ”Ｂ21-5118590 Ｂ ♂ サブリナ・ブルグマンス作 兄弟／ミス・フェイ ファ

イ・オー・ロジュ3,972 羽中3 位、同5,556 羽中総合優勝、セザンヌ2,331 羽中優勝(同18,867 羽中最高分

速)、メルン12,123 羽中総合7 位、同3,600羽中5位、同1,174羽中3位他上位入賞多数 



父)ブラウエ・バルト Ｂ16-6056900(18年生) Ｂ バルト・ギレス作 

 祖父)Ｂ13-6072461 ＢＣ Ｂ.ギレス作 両親ゲーリンクス作 グラディエーターの孫 半兄弟／シャ 

トローＮ1,987 羽中総合19 位、同Ｎ20,613 羽中総合7 位、ラ・スーテレーヌＮ総合39 位 

 祖母)Ｂ14-6031930 ＢＣ Ｂ.ギレス作翔 グレＮ16,262羽中総合44位 ビッグ・リリ(Ｂ.ギレス)× 

ディルク・ファンダィクのカンニバール近親 

母)ハーフ・ズス・シャルロッテ Ｂ14-2146237 Ｂ サブリナ・ブルグマンス作 異父姉／シャルロッテ  

 14年1才鳩大中距離Ｎエース鳩第1位 

 祖父)Ｂ09-5021151 ＢＣ 両親共Ｓ.ブルグマンス作 兄弟／Ｐエース鳩第1 位 シャルロッテの父× 

クライン・ファレーレ 

 祖母)シャルロッテの母 Ｂ11-5155896 ＢＣＷ 両親共ロジェ・ブーフェンス作 

 

 

【76】“ゾーン・ブラック・サンドラ” Ｂ21-5119990 ＢＣ ♂ サブリナ・ブルグマンス作 

父)ゾーン・ブラック・パンサー Ｂ20-5123950 Ｂ Ｓ.ブルグマンス作 

 祖父)ブラック・パンサー Ｂ20-5086541 ＢＬＫＣ Ｓ.ブルグマン作翔 シャトローＮ20,789 羽中総合 

  60 位、アルジャントンＮ23,280 羽中総合81 位他で、20 年大中距離Ｎエース鳩第4 位 Ｓ.ブルグマ 

ンス×ヨハン・ベルサー 

 祖母)ミス・フリースランド Ｂ18-5032907 ＢＷ 両親共Ｓ.ブルグマン作翔 センスＰ1,025羽中優勝他 

母)ブラック・サンドラ Ｂ19-5091333 ＤＣ Ｓ.ブルグマン作翔 シャトローＮ33,833 羽中総合3 位、グ 

レＮ12,888 羽中総合2 位、ラ・スーテレーヌＮ15,939 羽中総合153 位、ブールジュＮ28,319 羽中総合 

273 位他上位入賞多数 

 祖父)デン・822 B14-2130822 Ｂ Ｊ.レナールス作 両親Ｓ.ブルグマン作 

祖母)ハーフ・ズス・シャルロッテ Ｂ14-2005431 ＢＣＷ Ｓ.ブルグマンス作 直仔／キム シャトロー 

Ｐ1,090羽中総合優勝、ソールダン1,493羽中優勝 Ｓ.ブルグマンス×シャルロッテの母 
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【77】“ドーター・ルイーズ” Ｂ21-5118598 Ｂ ♀ サブリナ・ブルグマンス作 ルイーズ近親 

父)クライン・ゾーン・シャルロッテ Ｂ16-2173105 Ｂ サブリナ・ブルグマンス作 直仔／ルイーズ 

 祖父)ゾーン・シャルロッテ Ｂ14-2341693 Ｂ 両親共Ｓ.ブルグマンス作 直仔／ヴォウト センスＰ  

2,969羽中総合優勝 ウィリー×シャルロッテ(14年1才鳩大中距離Ｎエース鳩第1位) 

 祖母)ハーフ・ズス・シャルロッテ Ｂ14-2005431 ＢＣＷ Ｓ.ブルグマンス作 直仔／キム シャトロー 

Ｐ1,090羽中総合優勝、ソールダン1,493羽中優勝 Ｓ.ブルグマンス×シャルロッテの母 

母)ルイーズ Ｂ19-5050615 ＢＷ ルイス・ボイテルス作翔 セルメーズ4,267 羽中優勝、同6,804 羽中2 

位、同1,094 羽中3 位、同4 位2 回、シャトロー3,026 羽中総合56 位他で20 年KBDB 小中距離Ｎエー 

ス鳩第1 位、オリンピアード推定1 位 

 祖父)クライン・ゾーン・シャルロッテ Ｂ16-2173105 Ｂ サブリナ・ブルグマンス作 上記参照 

 祖母)12-323 の娘 B17-5001448 Ｂ ルイス・ボイテルス作 

 

 

【78】“ブロア・サブリナ” Ｂ21-5030180 Ｂ ♂ サブリナ・ブルグマンス作 兄弟／サブリナ 21 年ラ・ス

ーテレーヌＮ8,383 羽中総合優勝、19 年チュールＮ4,451 羽中総合60 位、アルジャントンＰ2 位他で、大

中距離Ｐエース鳩第3 位、ブラック・パンサー 20 年大中距離Ｐエース鳩1 位、同Ｎエース鳩第4 位、シ

スター・サブリナ ソールダン優勝 

父)サブリナの父 Ｂ18-5028598 ＢＬＫＣ  Ｓ.ブルグマンス作 

 祖父)ハルフブロア・ウィリー Ｂ13-5024962 Ｂ Ｓ.ブルグマンス作 基礎鳩ブラウエ・ファリエーレ 

(ファレーレ・マヒールス作)×シルヴィアの妹(Ｓ.ブルグマンス作) 

 祖母)Ｂ13-5025756 ＤＣ 両親共ロジェ・ブーフェンス作翔 スーパー・コッペルの娘 兄弟／KBDB 

大中距離Ｎエース鳩第２，11 位 

母)ミス・ベルサー Ｂ13-6060454 Ｂ ヨハン・ド・ベルサー作翔 スワソン441 羽中2 位、ピティヴィ 

エ956 羽中2 位、アルジャントンＮ7,534 羽中総合28 位、同Ｎ19,303 羽中総合72 位、ブールジュ2,966 

羽中15 位、モンリュソン1,900 羽中13 位他 

 祖父)デン・エンゲルス 1 Ｂ01-6346044 Ｂ Ｊ. ド・ベルサー作翔 アントワープ長距離クラブ1 才鳩 

  エース鳩1 位 ブロア・ヴィッテケ×基礎鳩 

  祖母)アランカ Ｂ06-6033780 ゴールドウィンの娘 



 

 

【79】“ドホテル・ミス・フェイ”Ｂ21-5121322 Ｂ ♀ サブリナ・ブルグマンス作 

父)ゾーン・ブルー・エース Ｂ14-2005401 Ｂ Ｓ.ブルグマンス作 種鳩 直仔／ヴェラ 17-708 アルジ 

ャントンＮ8,588 羽中総合6 位、同Ｐ優勝、シュヴランヴィリエＳＮ5,462 羽中総合7 位他 20-520 シ 

ャトローＮ23,380 羽中総合21 位、テス 20-519 シャトローＮ総合18 位他 

祖父)ランゲ・ブラウエ Ｂ13-5027749 Ｂ Ｓ.ブルグマンス作 基礎鳩ブラウエ・ファリエーレ(ファレ 

ーレ・マヒールス作)×グード・グライス(ロジェ・ブーフェンス) 

 祖母)ブルー・エース Ｂ12-5000639 Ｂ Ｓ.ブルグマンス作翔 ナントィル1,379 羽中優勝、ピティヴ 

ィエ1,030 羽中優勝他で、若鳩小中距離Ｎエース鳩第8 位、1 才鳩小中距離Ｎエース鳩第5 位 ウィ 

リー×クリスタ 

母)ミス・フェイ Ｂ19-2084414 Ｂ Ｓ.ブルグマンス作翔 ファイ・オー・ロジュ3,972 羽中3 位、同5,556 

羽中総合優勝、セザンヌ2,331 羽中優勝(同18,867 羽中最高分速)、メルン12,123 羽中総合7 位、同3,600 

羽中5位、同1,174羽中3位他上位入賞多数 

祖父)ブラウエ・バルト Ｂ16-6056900(18年生) Ｂ 両親共バルト・ギレス作 ゲーリンクスのグラデ 

ィエーターの孫×グレＮ16,262羽中総合44位  

祖母)ハーフ・ズス・シャルロッテ Ｂ14-2146237 Ｂ サブリナ・ブルグマンス作 異父姉／シャルロッ 

テ 14年1才鳩大中距離Ｎエース鳩第1位 

 

 

【80】“ゾーン・フロール”Ｂ21-5118594 Ｂ ♂  サブリナ・ブルグマンス作 

父)ファレーレの孫 Ｂ16-2173250 Ｂ Ｓ.ブルグマン作 直仔／フィーン メルンＰ10,615羽中総合優勝他 

優勝6 回でKBDB 小中距離Ｎエース鳩第8 位 17-607 KBDB 小中距離Ｎエース鳩第20 位 

 祖父)ゾーン・ファリエーレ Ｂ15-2305270 ＤＣ 両親共Ｓ.ブルグマン作 ファレーレ×シャルロッテの娘 

 祖母)シャルロッテの母 Ｂ11-5155896 ＢＣＷ 両親共ロジェ・ブーフェンス作 

母)フロール Ｂ19-5082771 Ｂ Ｓ.ブルグマン作翔 ブールジュＮ28,319 羽中総合8 位、同Ｎ22,506 羽中 

総合203 位、シャトロー3,338 羽中総合16 位、同3,026羽中64位、ラ・スーテレーヌＮ15,939 羽中総 

合88 位、アルジャントンＮ26,085 羽中総合131 位、イソウドゥン18,176 羽中総合171 位他で、19 年 

KBDB 大中距離Ｎエース鳩第10 位、20 年同第25 位、オリンピアード推定5 位  

 祖父)ゾーン・ウィリー Ｂ15-2185882 Ｂ 両親共Ｓ.ブルグマンス作 ウィリー×424・ドィビン 

 祖母)ズス・ブラック・エース Ｂ17-5024774 ＢＣ 両親共Ｓ.ブルグマンス作 ブロア・ファレーレ× 

シャルロッテの娘 

 

 

【81】“ハンス・ジュニア”ＮＬ21-1669373 Ｂ ♂ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作   

父)オリンピック・ハンス ＮＬ12-1204759 Ｂ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作翔 シャトローNPO709Ｋ3,120 

羽中総合優勝、モンス1,847 羽中優勝、ペロンヌ683 羽中優勝、ナントィルNPO448Ｋ4,476 羽中総合2 

位、ホイスデン＝ゾルダー2,537 羽中3 位、ブールジュNPO3,815 羽中総合9 位、オーセールNPO550Ｋ 

5,518 羽中総合17 位他で当日長距離Ｎエース鳩第3 位、オリンピアード・オールラウンド部門第１位 

直仔／長距離Ｎエース鳩第2 位、NPO 総合3、4、5、7 位 

祖父)オリンピアード・ヴィレム ＮＬ11-1742864 Ｂ ヴィレム・ドブルイン作 オリンピック・ハリケ 

ーンの直仔 ロッシ×スピネケの近親 

母)マニワン ＮＬ19-1244930 ＰＢ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 

祖父)ジェルソン ＮＬ10-5011833 ＢＣ  Ｃ.＆Ｇ.コープマン作翔 オルレアン3,480 羽中総合2 位、ピ 

ティ ヴィエ6,452 羽中総合6 位、ボクステル10,698 羽中総合10 位、同9,392 羽中総合9 位、キェ 

ブラン6,223羽中総合11位他の成績で13 年オリンピアード・オールラウンド部門第1 位 



  フレンド(ブールジュＰ3,456羽中総合優勝)×デイ・ドリーム(アブリスNPO582Ｋ8,519羽中総合優勝) 

祖母)アマディ ＮＬ16-1072675 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作翔 18年WHZB/TBOTB当日長距離Ｎエー 

ス鳩第4位 センスNPO4,410羽中総合2位他 姉妹／マヌー ブールジュNPO(704Ｋm)5,877羽中総 

合優勝他 スーパー・クラック・リック×ゴウドバンド 

 

 

【82】“ターボ・ビートル”ＮＬ21-1669531 ＰＢ ♀ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作  

父)ターボ・オリンピアード ＮＬ13-1804797 Ｂ アイアーカンフ作 直仔／ラオンＰ332Ｋ11,179 羽中総 

合優勝、トンゲレン2,802 羽中優勝、ナントィル752 羽中優勝、同7,509 羽中総合3 位、イスネス5,079 

羽中総合2位、シャロン3,282羽中2位、シメイ7,048羽中総合4位、ビールジス7,088羽中総合6位他 

 祖父)ニューエ・オリンピアード Ｂ10-6146101 ＢＣ 両親共レオ・ヘレマンス作翔、キェブラン2,460 

羽中優勝、同2,790 羽中2 位、同2,073 羽中3 位他で、オリンピアード2 位 

 祖母)セレナ ＮＬ10-1274037 Ｂ 両親共Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作翔 ペロンヌNPO14,253羽中総合 

  優勝、オレレアンNPO5,783羽中総合3位、ブロアNPO3,672羽中10位、同Ｎ17,591羽中総合11位、同 

  Ｎ24,774羽中総合38位、ポメロイル5,197羽中15位、ツールNPO2,956羽中総合19位他 ストリート・ 

ファイター×ケンタッキー アイアーカンフ・ファンルーン系  

母)ビートル ＮＬ18-1627902 ＰＢ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作翔 ニエルニー1,597羽中優勝、同2,748 

羽中総合2 位、シャロン17,360 羽中総合7 位他で、Ｎエース鳩1 位×2、同5 位のタイトル獲得 

祖父)フェットブラウエ・ジャックポット ＮＬ12-4148200 Ｂ スーパー種鳩 直仔孫／総合優勝、優勝 

多数 ジャックポット×カドーチェ 

祖母)ユニーク ＮＬ15-1897807 ＢＣＷ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作 兄弟甥姪／ジッタールト21,629 

羽中総合優勝、ヴェールト11,795 羽中優勝、同2,777 羽中優勝、同2,103 羽中優勝、モーNPO3,549 

羽中総合優勝、ハッペルト7,861羽中優勝 バレンド・ジュニア×アニーク 

 

 

【83】“ザス・スピーディ・グリズル”ＮＬ21-1669869 Ｂ ♀ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作 兄弟／スピーデ

ィー・グリズル 1 年 WHZB 後シーズン短距離Ｎエース鳩第 1 位、グッチ・グリズル 21 年 WHZB 後シ

ーズン短距離Ｎエース鳩第1 位、キェブラン12,177 羽中総合優勝 純ライデマン系 

父)ヴィトン ＮＬ18-1459293 Ｂ ライデマン兄弟作翔 ドイルネ4,299 羽中優勝、ヴェールト11,059 羽 

中総合3 位、フェンロー3,696 羽中3 位、ゲネップ6,676 羽中総合7 位 

 祖父)ブルー・677 ＮＬ17-1647577 ＢＣ ライデマン兄弟作翔 フェンロー4,429 羽中2 位、キェブラ 

ン10,570 羽中総合6 位、レイテル9,673 羽中総合28 位ハヌー5,447 羽中総合18 位、イスネス8,525 

羽中総合31 位 兄弟／11,336 羽中3 位、7,115 羽中4 位、5,821 羽中8 位、6,403 羽中3 位、9,897 

羽中6 位他 パトリック×ヴォルフガング・ルーパー 

 祖母)ジェット ＮＬ15-1234091 Ｂ ライデマン兄弟作翔 アッセ11,343 羽中総合優勝、ギエｒン7,768 

羽中総合優勝、レイテル4,692 羽中優勝、ラオン6,571 羽中総合6 位他 トルステン(Ｗ.ルーパー) 

×シルバー・ドリーム(Ｗ.ステラーマン)  

母)グード・グライスの娘 ＮＬ17-1647589 Ｇ ライデマン兄弟作 直仔／キェブラン12,177 羽中総合優 

勝、後レースWHZBＮエース鳩第1 位 孫／パタヤ最終レース19位 

 祖父)ワン・05 ＮＬ15-1234105 Ｂ ライデマン兄弟作翔 ニールグニース9,897羽中総合2位、テッセン 

デルロー10,314羽中総合4位、アッセ2,573羽中5位他 直仔／ハヌー6,447羽中総合優勝、シメイ1,464 

羽中優勝、同1,006羽中優勝 メンソール(Ｗ.ルーパー)×ゴールデン・ドリーム(Ｗ. ステラーマン) 

 祖母)グード・グライス 両親共ファンデンブランデ兄弟作翔 ラオンNPO6,371羽中総合優勝、同1,052 

羽中優勝、デュッフェル6,821羽中総合優勝、ホイスデン2,775羽中優勝(11,336羽中第2分速)、同656 

羽中優勝(同5,927羽中第2分速)、ヴァイチェン786 羽中優勝、(同3,617羽中第2分速)、ハッペルト231 

羽中優勝 エル・ザルガの娘 



 

 

【84】“ハーフザス・オリンピック・ヨセフ”ＮＬ21-1668810 Ｂ ♀ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作 

父)ソランジェ・ジュニア ＮＬ15-1706611 Ｂ Ｇ.＆Ｂ.フェルケルク作 直仔／オリンピック・ヨセフ シ

ャトードゥンNPO4,058 羽中総合5 位、ファイ＝オー＝ロジュ(オルレアン傍)NPO5,735 羽中総合7 位、

同Ｎ14,036 羽中総合 11 位、同 NPO9,218 羽中総合 13 位、セザンヌ 4,195 羽中総合 14 位他で、WHZB

長距離Ｎエース鳩第1 位、ド・アーレアベステ中距離Ｎエース鳩第1 位、オリンピアード1 才鳩第2 位 

他サルブリNPO4,671 羽中総合2 位、ヴィエルゾンNPO3,993 羽中総合5 位、トロイNPO3,836 羽中総合

7 位、ペロンヌNPO5,900 羽中総合8 位、イソウドゥンNPO1,776 羽中総合9 位他上位入賞多数 

祖父)タイソン ＮＬ10-1682373 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 ストローメベーク4,854羽中3位、ア 

ルジャントン7,796 羽中総合7 位、デュッフェル4,212羽中9位、グリンベルゲ1,780羽中6位、ペ 

ロンヌ1,527羽中15位で短距離エース鳩第1 位 ブルドーザー×ビヨンセ    

祖母)オリンピック・ソランジェ ＮＬ07-1817923 ＬＢＣ 09年オリンピアード・オールラウンド部門 08 

 年NPO、WHZBで４部門Ｎエース鳩第1位 アルジャントン6,595羽中総合優勝、ペロンヌ2,543羽中 

総合2位、クライル3,761羽中総合3位他 兄弟／フーディニ オリンピック・サヴァイバー×マジッ

ク・アモーレ(コープマン) 

母)アネミー ＮＬ17-1819991 Ｂ Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作翔 シャトードゥンNPO4,058 羽中総合 

 6 位、同NPO2,898 羽中総合55 位、シャトローNPO3,794 羽中総合10 位、セザンヌ2,248 羽中13 位、 

 ブールジュNPO2,242 羽中総合87 位他で、WHZB オールラウンド部門Ｎエース鳩第15 位 

 祖父)ベンジャミン・シェ ＮＬ15-1362398 Ｂ 両親共Ｈ.＆Ｅ.Ｊ.アイアーカンフ作 直仔／ブールジ 

ュNU6,533 羽中総合10 位、ヴィエルゾンNPO3,397 羽中総合10 位他 シェ(オルレアンＮ14,285羽 

中総合優勝、アラース9,641羽中総合優勝)×キア  

 祖母)カテリーヌ ＮＬ15-1706589 ＰＢ フェルケルク作 フェラーリ×オリヴィア 直仔／ニールグ 

ニースＰ10,065 羽中総合優勝、シャトードゥンＳＮ4,709 羽中総合3 位、ファイ＝オー＝ロジェ 

NPO5,735 羽中総合4 位、ブールジュNPO5,762 羽中総合5 位、セザンヌ4,491 羽中総合4 位他 

 

 

【85】“ドホテル・チャッキー・フレンドシップ”Ｂ21-6167374 Ｂ ♀ リック・ヘルマンス作  

父)チャッキー Ｂ18-6194572 Ｒ.ヘルマンス作翔 19 年イソウドゥンＮ19,713 羽中最高分速総合優勝  

18 年メルン1,561 羽中優勝、同2,786 羽中最高分速、ブールジュＮ1 才鳩17,969 羽中総合8 位、シャ 

トローＮ12,855 羽中総合45 位他で、KBDB 若鳩小中距離Ｎエース鳩第4 位 

 祖父)ゾーン・スーパー・コッペル ＮＬ15-1710683 Ｋ.ボスア作 レオン×ノネチェ 

祖母)プリンセス・プロパー B15-6063303 プロパー×アテナ 

母)フレンドシップ Ｂ14-6058777 Ｂ ヘルマンス＝フクストラ作 リック・ヘルマンス使翔 14年スープ 

2,127羽中5位、ノワイヨン3,205羽中32位、ツールＮ24,097羽中総合738位他２回入賞 15 年シャト 

ローⅠ１才鳩Ｎ535Ｋ25,617 羽中総合優勝、同44,293 羽中最高分速鳩 スープ 1,987 羽中優勝、同１才鳩 

6,134 羽中最高分速、ノワイヨン1,799羽中5位他数回入賞 

祖父)ゾーン・ハリー ＮＬ12-1783897 ヤン・ホーイマン作 兄弟／ブロアNPO4,413羽中総合6位 

  超銘鳩ハリー×ラスト・ワン    

祖母)Ｂ12-6327841 ディルク・ファンダィク作 オリンピック・ニールス×インテールト・ランボー  

 

 

【86】“ゾーン・マックス・ニケ”Ｂ21-6167299 ＢＣ ♂ リック・ヘルマンス作 

父)マックス Ｂ16-6128556 Ｒ.＆Ｊ.ヘリマンス作翔 モンリュソンＮ9,857 羽中総合27 位、ブールジュＮ 

5,831 羽中総合33 位、ラ・スーテレーヌＮ16,613 羽中総合42 位、ブールジュＮ24,055 羽中総合51 位 

他Ｎレース上位入賞多数 19 年KBDB 大中距離Ｎエース鳩第8 位 



祖父)ブロア・カノン Ｂ10-6319701 兄弟／カノン カノンの父×タム・ズワルチェ 

 祖母)イシス Ｂ10-6284889  Ｒ.＆Ｊ.ヘリマンス作翔 アルジャントンＮ4,782 羽中総合 37 位、ブールジ

ュＮ20,589 羽中総合 48 位、モンリュソンＮ17,865 羽中総合 54 位、アルジャントンＮ19,782 羽中総

合56 位他上位入賞多数 ルディ・ディールス×マダムケ 

母)ニケ Ｂ16-6128508 Ｂ リック・ヘルマンス作翔 16年ブールジュ若鳩Ｎ28,078羽中総合優勝 

祖父)ＮＬ14-1462354 Ｇ.コープマン作 異父兄弟／センスNPO6,386羽中総合3位、ブロイルNPO4,564 

 羽中総合6位、セザンヌNPO9,806羽中総合19位他で、NPO当日長距離エース鳩第15位、15年ブダペ 

スト・オリンピアード中距離第2位    ヤルデル×ラジンダ 

祖母)アテナ Ｂ10-6284987 Ｂ 10 年２Ｎレース最優秀若鳩第３位 ラ・スーテレーヌ601Ｋ681 羽中 

優勝、同Ｎ17,017 羽中総合12 位、グレＮ596Ｋ13,885 羽中総合12 位、11 年ドールダン376Ｋ2,974 

羽中優勝、同5,205 羽中最高分速 アルジャントン564Ｋ400 羽中優勝、同Ｎ19,782 羽中総合18 位 

ラ・シャルテ552Ｋ479 羽中優勝、同Ｎ21,189 羽中総合33 位 基礎鳩ヤールリング・ドンダーステ 

ィーン×バブルスの娘 

 

 

【87】“ドホテル・チャッキー・アミカ”Ｂ21-6167377 Ｂ ♀ リック・ヘルマンス作  

父)チャッキー Ｂ18-6194572 Ｒ.ヘルマンス作翔 19 年イソウドゥンＮ19,713 羽中最高分速総合優勝  

18 年メルン1,561 羽中優勝、同2,786 羽中最高分速、ブールジュＮ1 才鳩17,969 羽中総合8 位、シャ 

トローＮ12,855 羽中総合45 位他で、KBDB 若鳩小中距離Ｎエース鳩第4 位 

 祖父)ゾーン・スーパー・コッペル ＮＬ15-1710683 Ｋ.ボスア作 レオン×ノネチェ 

祖母)プリンセス・プロパー B15-6063303 プロパー×アテナ 

母)アミカ Ｂ18-6194506 Ｒ.ヘルマンス作翔 ブールジュＮ23,195 羽中総合15 位、シャトローＮ20,800 羽 

中総合52 位、イソウドゥンＮ10,603 羽中総合67 位、シャトローＮ3,618 羽中総合41 位、同24,711 

羽中総合162 位他で、20 年KBDB 大中距離成鳩Ｎエース鳩第7 位 

祖父)ブロア・ブラウエ・アス Ｂ17-6129786 ダニー・ファンダィク作 兄弟／ブラウエ・アス 15-140 ス 

ープ816 羽中優勝、メルン490 羽中優勝、ギエンＰ1,466 羽中6 位、シェブラン863 羽中4 位、ノワ 

イヨン3,329 羽中11 位他で、アントワープ連盟若鳩エース鳩第1 位 カノン×ミネルヴァの妹 

祖母)フレンドシップ Ｂ14-6058777 Ｂ ヘルマンス＝フクストラ作 リック・ヘルマンス使翔 14年スー 

 プ2,127羽中5位、ノワイヨン3,205羽中32位、ツールＮ24,097羽中総合738位他２回入賞 15 年 

シャトローⅠ１才鳩Ｎ535Ｋ25,617羽中総合優勝、同44,293羽中最高分速鳩 スープ1,987羽中優勝、同１ 

才鳩6,134 羽中最高分速、ノワイヨン1,799羽中5位他数回入賞 ゾーン・ハリー×ディルク・ファ 

ンダィク 

 

 

【88】“バルセロナ・ベンズ・ファースト” Ｂ21-6235927 ＢＣ ♀ リック・ヘルマンス作 

父)バルセロナ・ベン Ｆ16-187003 ＢＣ ロベール・ベン作翔 18年ナルボンヌＩＮ9,154羽中総合762位、 

サンバンサンＩＮ9,544 羽中総合209 位、19 年同ＩＮ10,623 羽中総合121 位、ナルボンヌＩＮ9,813 羽 

中総合243 位、ポーＩＮ12,119羽中総合929位で、同年ヨーロッパ・マラトンエース鳩第17 位、20年 

ペルピニャンＩＮ11,237羽中総合1172位  21 年バルセロナＩＮ1043Ｋ16,595 羽中総合優勝 

祖父)Ｆ11-502541 Ｒ.ベン作翔 長距離13 回入賞内バルセロナ４回、ペルピニャン４回 Ｆ07-507380 

×Ｆ08-143268(半姉妹バルセロナ7回、ペルピニャン3回入賞)  ニコ・フォルケンス 

 祖母)Ｆ12-198750 Ｒ.ベン作 ゾーン・スーパー・ベン×Ｆ02-515633( 兄弟／02-669  バルセロナ7 

回、ペルピニャン4回入賞) 

母)ロッチェ Ｂ20-6198901 リック・ヘルマンス作 

 祖父)バルセロナ・022 ＮＬ16-1307022 ローレンセン父子作翔 バルセロナＮ1201Ｋ4,129 羽中総合4 

  位他ダックス、サンバンサン入賞 ポー・ドーファー×ミス・クルイメルチェ 

祖母)ロット ＮＬ15-1062608 Ａ.Ｊ.Ｍ.フォルセレン作翔 18 年バルセロナＮ3,912 羽中総合11 位、 



17 年同Ｎ4,504 羽中総合48 位で、同2 年エース鳩第1 位  

 

 

【89】ＮＬ21-1700641 Ｂ ♀ ペーター・ヤンセン作 異母兄弟／21 年WHZB 中距離Ｎエース鳩 

父)ＤＶ00147-11-484Ｐ.ヤンセン作翔 51 回入賞内オーセール 791 羽中優勝、セントロイデン 1,884 羽中優 

勝、ペロンヌ 1,498 羽中優勝、デュッフェル 2,609 羽中優勝、ナイフェル 19,362 羽中総合2 位、モルリンコー 

ト 24,532 羽中総合4 位他 兄弟／シャトードゥン NPO6,544 羽中総合21 位、オーセール NPO8,540 羽中総 

合22位、ブールジュNPO5,088羽中総合24位、モルリンコートＰ24,532羽中総合17位、ナントィルＰ12,621 

羽中総合40 位他でフォンドシュピーゲル紙14～15 年Ｎエース鳩第１位  

祖父)デア・ベステ ＮＬ09-1647161 ペーター・フェーンストラ作 兄弟／ドルチェ・ヴィタ シャトローNPO 

1,418羽中総合優勝、ゲネップ7,890羽中総合優勝、ハースドンク2,657羽中優勝、ポメロイル1,456羽中 

優勝、フィルフォールデ 1,125 羽中優勝、セザンヌ 1,047 羽中優勝他、11 年オリンピアードＮ第1 位、Ｎエ 

ース鳩第1 位 ダヴィンチ×スペシャル・ブルー    

祖母)ＤＶ09711-07-102 ロター・ブリッツ×ＤＶ09711-00-391  

母)エリザ・ファン・ブラバン ＮＬ15-3506871 Ｂ Ｋ.ミンダーハウト作 異父兄／ミスター・ブラッドレー 13 

年シャトローNPO 3,228 羽中総合優勝、同NPO2,227 羽中総合5 位他で、当日長距離エース鳩第1 位 姉／ 

14-304 ロワイエ 532 羽中優勝、同2,435 羽中優勝他 

祖父)ゲーローガー ＮＬ11-3014703 Ｂ    ピティヴィエ5,240羽中総合優勝、ラ・スーテレーヌNPO3,077羽

中総合優勝、シャトローNPO2,227 羽中総合優勝、ギエン3,548羽中総合3位、モルリンコート1,259羽 

中2位  ゲブローケン・フリューヘル×フランシスカ(Ａ.デルヴァ作 ヴァレンチノ×ポーリーン) 

祖母)ロード・オーホイェ ＮＬ09-3912393 Ｂ ピティヴィエ5,015羽中総合優勝、ブロイル8,762羽中総合 

9位、オルレアンNPO6,067羽中総合15位、ビールグニース8,381羽中総合23位、モルリンコート 

1,664羽中7位他 ブラウ・522×バーニー・742 

 

 

【90】“ゾーン・オリンピック・ボニー”ＮＬ21-1700657 Ｂ ♂ ペーター・ヤンセン作 

父)ＮＬ15-1451880 Ｂ Ｐ.ヤンセン作翔 17～19 年31 回入賞内ビールジス16,212 羽中総合優勝、シャ 

ロン7,344 羽中総合優勝、キェブラン8,470 羽中総合3 位、ラオン6,843 羽中総合3 位、ディズィ7,013 

羽中総合6 位他入賞多数  

 祖父)ユーロ・ジュニア ＮＬ10-1274919 アイアーカンフ作 両親レオ・ヘレマンス作 ユーロ×ミステ 

リアス 

 祖母)Ｂ13-5108638 Ｂ 直仔／レイテル4,803 羽中総合優勝、ペロンヌ235 羽中優勝、イスネス7,623 

羽中総合2 位、モンス7,138 羽中総合2 位他多数 ベンダー(優勝7回)×ナショナルⅡの妹 

母)オリンピック・ボニー ＮＬ15-1451934 Ｐ.ヤンセン作翔 ブールジュNPO1,240 羽中総合2 位、同 

 1,555羽中総合13位、シャトードゥンNPO1,535羽中総合6位、同NPO638羽中総合10位、ギエンNPO1,631 

羽中総合9位、同NPO2,073羽中総合10位、ピティヴィエNPO2,123羽中総合12位、ブールジュNPO1,555 

羽中総合13 位他で19 年オリンピアード中距離1 位他 兄弟／オリンピック・クライデ 

 祖父)ＤＶ09711-12-206  両親共ハインツ・メイアー＝ラーデン作 スーパー・スター×ファンタスタ 

 祖母)ＤＶ00147-10-94 Ｐ.ヤンセン作 レイナールト×ラングハイム 

  

 

【91】“ザス・シャンティ”ＮＬ20-7024660 Ｂ ♀ ペーター・ヤンセン作 兄弟／シャンティ 17-935 ナント

ィル 1,610 羽中優勝、キェブラン 1,042 羽中優勝、シャロン NPO16,766 羽中最高分速優勝、シャトロー

NPO10,298 羽中総合優勝(雌)、ヴィエルゾンNPO 総合優勝 

父)ＤＶ03294-15-862 ＢＣ Ｐ.ヤンセン作 ヴォルフガング・ルーパーのエース鳩10-272(429Ｋ3,159 羽 

中優勝、615Ｋ2,127 羽中優勝、313Ｋ1,874 羽中優勝等々で、13 年オリンピアード中距離Ｎ第1 位)の直 



仔異母姉弟交配直仔 

 祖父)Ｂ14-2338873 ＢＣ ヘルボッツ兄弟作 10-272×イヴァンの娘 

 祖母)ＤＶ01274-13-96 ＢＣ Ｗ.ルーパー作 10-272×Ｒ.ディールスのゴウドハーンチェの娘 

母)ＤＶ03294-15-928 Ｂ 種鳩  

 祖父)Ｂ14-6091991 ＢＷ 両親共ディルク・ファンデンバルク作 キッテル(13年KBDB若鳩短距離Ｎエ 

ース鳩1位)×オリンピック・ロシタの妹 

 祖母)Ｂ14-6091828 Ｂ 基礎交配の娘 兄弟姉妹／2,183羽中優勝、2,143羽中優勝、1,213羽中優勝、 

  1,155羽中優勝 グーデ・ロードの弟(娘のみ優勝7回)×ゴールデン・レオ40000 

 

 

【92】“ドーター・アス・ドファー・211”ＮＬ21-1700696 ＢＷＰ ♀  ペーター・ヤンセン作 

父)アス・ドファー・211 ＤＶ00147-14-211 Ｂ Ｐ.ヤンセン作翔 ナントィル 4,813 羽中 2 位、モンス 7,138

羽中 3 位、キェブラン 3,398 羽中 3 位、同 1,254 羽中 3 位、ペロンヌ 5,364 羽中 4 位、ハヌー6,851 羽中 9

位、アデッセ 5,102 羽中9 位、イスネス 6,657 羽中10 位、レイテル 4,803 羽中10 位、ラオン 7,619 羽中総

合14 位他で、NPO 短距離Ｎエース鳩第2 位 PIPA ランク同4 位  

 祖父)ＤＶ09711-08-502 Ｂ ハインツ・メイアー＝ラーデン作 兄弟／パール Ｎエース鳩1、2位の雌 

  の母 アス×ボニー＆クライドの娘 

 祖母)ＤＶ09711-11-947 ＢＣ 両親共ハインツ・メイアー＝ラーデン作 プレジデント×スープラⅡ 

母)Ｂ17-4246306 ＢＣ ピパ作 

 祖父)ポルシェ911 Ｂ14-2230911 シャトローＮ25,617羽中総合7位、ブールジュＮ21,484羽中総合11位、 

アルジャントンＮ5,327 羽中総合38 位、モンリュソンＮ16,982 羽中総合52 位、スワソン 154 羽中優勝で、 

KBDB 大中距離Ｎエース鳩5 位 ワッコ・フレディ×グラディエーターの娘 

 祖母)ニュー・フレディ 010 Ｂ15-6020010 長城鳩舎との共作 直仔／エコウン優勝他 ニュー・フレディ 

×ノーア 

 

 

【93】“ブロア・サラ”Ｂ21-6015288 ＢＣ ♂ ウィリー・ダニエルス作 

全姉／サラ 15年イソウドゥンＮ11,984羽中総合5位、16年KBDB1才鳩大中距離Ｎエース鳩第1位 ナデ

ィン ヴィエルゾン4,854 羽中総合優勝、同13,031 羽中最高分速他で、17 年Ｎエース鳩第1 位 

父)フロールス Ｂ13-6314344 Ｗ.ダニエルス作 

 祖父)Ｂ11-6191099 ＤＣＷ ド・ズッテ×ヴィットノイス 異父兄弟／アイスコップ FCAエース鳩1位 

 祖母)リヒテ・リモ Ｂ06-6108513 Ｗ.ダニエルス作 リモ(リモージュＮ17,546羽中総合4位、ブールジュ 

Ｎ21,940羽中総合74位)×ナショナールチェ(ラ・スーテレーヌＮ16,297羽中総合35位) 

母)サキーラ Ｂ13-6051147 Ｗ.ダニエルス作 

  祖父)イカルス Ｂ11-6140809 兄弟／ニキ シャトローＮ総合優勝 ゾット(優勝14回)の孫 

 祖母)Ｂ07-6044245 Ｓ 022(優勝3回)の娘 061の孫 

 

 

【94】“ゾーン・フィネ”Ｂ21-6015291  Ｂ ♂ ウィリー・ダニエルス作 

父)ラルス Ｂ19-6030153 Ｗ.ダニエルス作 

 祖父)ディマス Ｂ17-6038540 Ｇ.ファンデンアベールのルディの孫×ナディン(ヴィエルゾン4,854 羽 

中総合優勝、同13,031 羽中最高分速他で、17 年Ｎエース鳩第1 位でサラの妹) 

 祖母)リディア Ｂ16-6262875 Ｇ.ファンデンアベールのルディの孫×サラ(イソウドゥンＮゾーン3,582 

羽中優勝で、同Ｎ11,984 羽中総合5 位、ブールジュＮ19,889 羽中総合28 位他で、16 年Ｎエース鳩第 

1 位でナディンの姉) 

母)フィネ Ｂ19-6030104 Ｗ.ダニエルス作翔 ブールジュＮ22,502羽中総合1365位、シャトローＮ33,833 



羽中総合702位、アルジャントンＮ26,085 羽中総合28 位、イソウドゥンＮ18,176 羽中総合11 位、ラ・ 

スーテレーヌＮ15,939 羽中総合優勝、グレＮ12,888 羽中総合60 位他で、20 年Ｎエース鳩第1 位 

 祖父)ジャスパー Ｂ16-6263842 Ｗ.ダニエルス作 ウィット・コップ×リンダ 

 祖母)ブレンダ Ｂ17-6038585 Ｗ.ダニエルス作 ケリーの孫 

 

 

【95】“ハーフザス・フィネ”Ｂ21-6015286 BWP ♀ ウィリー・ダニエルス作 

父)ジャスパー Ｂ16-6263842 Ｗ.ダニエルス作 直仔／フィネ アルジャントンＮ26,085 羽中総合28 位、 

イソウドゥンＮ18,176 羽中総合11 位、ラ・スーテレーヌＮ15,939 羽中総合優勝、グレＮ12,888 羽中総 

合60 位他で、20 年Ｎエース鳩第1 位 

祖父)ウィット・コップ Ｂ15-6035952 ＢＷ ヨス・フェルベルク作翔 アルジャントンＮ12,449羽中総合 

3位、シャトローＮゾーン8,663羽中26位 

祖母)リンダ Ｂ11-6218046 Ｗ.ダニエルス作 直仔／ケリー カースブール曽孫 

母)ロウカ Ｂ19-6030207 Ｗ.ダニエルス作翔 ブールジュＮ22,502 羽中総合4 位、シャトローＮ33,833 

羽中総合205 位、アルジャントンＮ26,085 羽中総合174 位、イソウドゥンＮ18,176 羽中総合61 位、ラ・ 

スーテレーヌＮ15,939 羽中総合111 位、グレＮ12,888 羽中総合21 位で、フィネの次点で 20 年Ｎエー 

ス鳩第2 位 

祖父)ゼノ Ｂ17-5015250 アミーゴ (Ｄ.ファンダィク)×ミス・ボルト  

祖母)アスケ1 Ｂ12-6201845 Ｗ.ダニエルス作翔 グレＮ7,681羽中総合55位、同Ｎ16,988羽中総合165 

位、ブールジュＮ22,663羽中総合77位他 アントワープ連盟若鳩長距離エース鳩第1位、全姉妹／ア 

スケ3、ステファニー  

 

 

【96】“ザス・ロウカ”Ｂ21-6015293 Ｂ ♀ ウィリー・ダニエルス作 兄弟／ロウカ ブールジュＮ22,502

羽中総合 4 位、シャトローＮ33,833 羽中総合205 位、アルジャントンＮ26,085 羽中総合 174 位、イソウ

ドゥンＮ18,176 羽中総合 61 位、ラ・スーテレーヌＮ15,939 羽中総合 111 位、グレＮ12,888 羽中総合 21

位で、フィネの次点で 20 年Ｎエース鳩第2 位 

父)ゼノ Ｂ17-5015250 

 祖父)アミーゴ Ｂ16-6075776 Ｄ.ファンダィク作 ブラウエ・カンニバール・ジュニア×ナターリア 

 祖母)ミス・ボルト Ｂ12-6123199 レオ・ヘレマンス作 同腹／ボルト 12年Ｎエース鳩第1位 

母)アスケ1 Ｂ12-6201845 Ｗ.ダニエルス作翔 グレＮ7,681羽中総合55位、同Ｎ16,988羽中総合165位、 

ブールジュＮ22,663羽中総合77位、同Ｎ13,588羽中総合136位他 アントワープ連盟若鳩長距離エース 

鳩第1位、全姉妹／アスケ3 シャトローＮ12,071羽中総合54位、ブールジュＮ18,478羽中総合62位他  

アントワープ連盟若鳩長距離エース鳩第2位、ステファニー ブールジュＮゾーン5,691羽中2位、ヴィ 

エルゾンＩＰ9,004羽中総合6位、シャトローＮ18,604羽中総合11位、同Ｎ19,691羽中総合66位、グレ 

Ｎ7,681羽中総合14位、アルジャントンＮ12,187羽中総合100位他 15年KBDB大中距離Ｎエース鳩 

 祖父)Ｂ05-6231038 37の同腹 ストーセス Ｂ04-6217290×Ｂ04-6217299 

祖母)Ｂ09-62129144 Ｗ.ダニエルス作 Ｂ05-6230022×Ｂ06-6073005 

 

 

【97】“エールステ・ゾーン・タデイ” Ｂ20-4145509 Ｂ ♂ デスメイター＝レスチアン作 

父)タデイ Ｂ18-4051930 Ｂ デスメイター＝レスチアン作翔 20 年ポーＮ2,797 羽中総合63 位、同ペル 

ピニャンＮ2,643 羽中総合98 位、21 年ポーＮ3,154 羽中総合188 位、サンバンサンＮ3,090 羽中総合優 

勝、同ＩＮ8,269 羽中総合11 位 

 祖父)オディオン・ジュニア Ｂ09-4337062 ＤＣ オディオン(07 年バルセロナＩＮ23,708 羽中総合10 

位、08 年同ＩＮ25,716 羽中総合58 位、09 年同ＩＮ27,669 羽中総合62 位で、バルセロナ3 年国際エ 



ース鳩第1 位)×ファースト・レディ(スストーンＩＮ総合優勝の祖母) 

 祖母)ジタル Ｂ16-4139696 ＢＣ デスメイター＝レスチアン作 ジタン×・グラン・クリュの娘 

母)ド・833 Ｂ16-4139833 ＢＣ デスメイター＝レスチアン作 

 祖父)ゾーン・ナルボンヌ 1 Ｂ05-4379077 ＤＣ 両親共デスメイター＝レスチアン作 兄弟／サンバン 

サンＩＮ総合6位 直仔／13年超長距離1才鳩エース鳩 ナルボンヌ 1×グード・ドィビネケ・597 

 祖母)フィーン Ｂ10-2181648 ＢＣ デスメイター＝レスチアン作翔 11年ナルボンヌ優勝 

 

 

【98】“インテールト・カス”Ｂ20-4220254 ＤＣ ♀ デスメイター＝レスチアン作 ※カスの近親 

父)カス Ｂ10-4281712  ＤＣＷ デスメイター＝レスチアン作翔 14 年リブルヌＰ551 羽中優勝、ジャ 

 ルナックＮ3,741 羽中総合18 位で1 才鳩長距離Ｎエース鳩第5 位、15 年ポーＮ1,980 羽中当日只1 羽 

帰り総合優勝、同ＩＮ9,052 羽中総合優勝 全兄弟／14 年ＫＢＤＢ1 才鳩超長距離Ｎエース鳩第5 位 

直仔／ブールジュ228 羽中優勝、同Ｎ1 才鳩19,133 羽中総合95 位 

 祖父)サン・ヨースト Ｂ03-4456329 ＤＣ 最高種鳩 両親共デスメイター＝レスチアン作 ヨースト 

×アスケ2001(01年若鳩長距離Ｎエース鳩第1位) 

 祖母)ヤンダーケ ＮＬ03-1344459 ＤＣＷ FPP作 ダックスＮ18,323羽中総合優勝ヤンダー×ワ 

ルポット・ローイマン  

母)カス・630 Ｂ17-4003937 ＤＣ デスメイター＝レスチアン作 

祖父)カス Ｂ10-4281712  ＤＣＷ デスメイター＝レスチアン作翔 14 年リブルヌＰ551 羽中優勝、ジ 

 ャルナックＮ3,741 羽中総合18 位で1 才鳩長距離Ｎエース鳩第5 位、15 年ポーＮ1,980 羽中当日只1 

 羽帰り総合優勝、同ＩＮ9,052 羽中総合優勝    サン・ヨースト×ヤンダーケ    

 祖母)プリティ・630 Ｂ13-4239630 ＢＣ デスメイター＝レスチアン作翔 14～16 年で、ペルピニャン 

Ｎのエース鳩のタイトル4個獲得 ゾーン・ヨースト×ボルドーの娘 

 

 

【99】“サイレント・フロールケ” Ｂ20-4220300 ＢＣ ♂ デスメイター＝レスチアン作   

父)サイレント・キング Ｂ14-4217300 ＤＣ マルチン・ドーゲ作翔 17 年サンバンサンＮ3,092 羽中総合 

12 位他同年KBDB 超長距離Ｎエース鳩第12 位、18 年ポーＮ2,581 羽中総合27 位で、ポーＮエース鳩 

第1 位、19 年ポーＮ2,767 羽中総合優勝 

 祖父)ズワルテン・ヨハン Ｂ10-2181721 ＢＬＫＣ 両親共デスメイター＝レスチアン作 ヨースト近親 

 祖母)カサ・バルカ・091 Ｂ13-3147091 Ｂ エディ・デヘーデネ作 モーイエ・ウィットペン・ブンゲニ 

ール×サンバンサンＮ19位の母 

母)フロールケ Ｂ16-4139838 Ｂ デスメイター＝レスチアン作翔18年バルセロナＩＮ15,707羽中総合2位、 

同雌の部優勝 直仔／20年アジャン優勝、ブリーブ優勝、2位、ナルボンヌＮ総合26位  

祖父)ソン・グラン・クリュ Ｂ09-4051348 ＤＣ デスメイター＝レスチアン作 直仔／サンバンサンＮ 

総合37位、ペルピニャンＮ総合98位 直仔／サンバンサンＮ総合37位、ペルピニャンＮ総合98位 

ソン・グラン・クリュ×シャネル  

祖母)ワンダー・レディ Ｂ14-4270934 Ｂ デスメイター＝レスチアン作 基礎鳩ヨーストの超近親 

  ペルサップ×640・シスター・ヨースト 

 

 

【100】“チゥ・ラヴァル” Ｂ20-4228588 ＢＣ ♂ デスメイター＝レスチアン作 

父)チゥ ＮＬ14-1350772 ＤＣ Ｍ.コックス・スタイン作翔 17 年ナルボンヌＮ総合8 位、バルセロナＮ 

7,944 羽中総合6 位、同ＩＮ17,094 羽中総合11 位で、国際超長距離エース鳩第1 位 

祖父)ソン・マルセイユ ＮＬ02-2362681 ＢＣ 祖父母迄Ｍ.コックス・スタイン作 ド・マルセイユ(マ 

ルセイユＩＮ総合22位)×ポーＮ総合優勝の娘 

祖母)ＮＬ07-1077660 ＢＣ Ｍ.コックス・スタイン作 ド・マルセイユの孫 



母)264 ラヴァル・ペギー Ｂ17-4017264 ＤＣ デスメイター＝レスチアン作 

祖父)ラヴァル Ｂ13-4285904 ＢＣ デスメイター＝レスチアン作翔 15 年ペルピニャンＮ5,254 羽中 

総合8 位、ポーＮ1,980 羽中総合9 位、サンバンサンＮ3,037 羽中総合49 位他で、KBDB 国際超長 

距離3 レース最優秀鳩 ブロア・ヨースト×グラン・クリュの娘    

 祖母)ペギー Ｂ09-2045788 ＢＣ デスメイター＝レスチアン作翔 11年バルセロナＮ12,170羽中総合37 

位、ペルピニャンＮ5,591羽中総合13位でKBDB超長距離Ｎエース鳩第1位 兄弟／モントーバンＮ 

ゾーン14位、スーヤックＮ総合38位、バルセロナＮ総合47位、スストーンＩＮ総合76位 

 

 

【101】“ゾーン・マヌー”ＮＬ21-4777255 ＢＣ ♂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作  

父)ギルベルトＮＬ19-4737603 Ｂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 

祖父)超銘鳩プリンス・エスメー ＮＬ17-4289807 Ｂ ＴＪ.＆Ｊ.エルジンガ作翔 センスＮ(S4)8,762 羽

中総合優勝、モルリンコートNPO8,939羽中総合優勝、同Ｎ(S4)17,506羽中総合2位、アッセ4,122羽中総

合 2 位 兄弟／モルリンコート NPO 総合 3 位 ハレルヤ(センスＮ(S4)8,762 羽中総合優勝)×センス

NPO4,666羽中総合優勝 ホーイマンス・エルジンガ×エルジンガ 

祖母)アドラ ＮＬ12-4703552 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作翔 ピティヴィエNPO4,494 羽中総合優勝、

シャトローNPO3,112 羽中総合中優勝、センス 1,069 羽中優勝 ド・ブロア×ミス・ダイナマイト（超

銘鳩クライネ・ディルク全妹）    

母)超銘鳩マヌー ＮＬ16-4784182 Ｂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作翔 シャトローＮ754Ｋ3,647 羽中総合優勝

（第2～４セクター19,192羽中最高分速）、ブールジュＮ第4Ｓ703Ｋ5,877羽中総合優勝、センス1,069

羽中優勝、、、、アッセ736羽中4位、ラオン6,371羽中総合60位 兄弟／アマディ センスＮ8,780羽中総

合4位他でWHZB=TBOTB長距離Ｎエース鳩第4位、パコ ブールジュＮ5,877羽中総合2位他    

 祖父)スーパー・クラック・リック B05-6394218 B H.ファンサンデ作翔 アントワープP2 回優勝鳩 直 

  仔／サピーア 自動車獲得  

 祖母)ゴウドバンド ＮＬ10-1109882 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 直仔／マヌー＋パコ ブールジュ 

P(第 4 セクター)5,877 羽中総合優勝、2 位 カシアス（超銘鳩クライネ・ディルク×超銘鳩アンネリ

ーズ）×ジカラ（ボクステル9,525 羽中優勝、ラヴェンシュタイン510 羽中優勝、アブリスNPO10,725

羽中総合4 位）最高血統 

 

 

【102】“ゾーン・パコ×タイサ””ＮＬ21-1504582 ＢＣ ♂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 

父)パコ ＮＬ16-4783976 Ｂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作翔 シャトローNPO3,647羽中総合2位 兄弟／マヌ 

ー シャトローNPO3,647 羽中総合優勝、ブールジュNPO5,877 羽中総合優勝、センス1,069 羽中優勝 ア

マディ 18 年WHZB/TBOTB 当日長距離Ｎエース鳩第4 位 センスNPO4,410 羽中総合2 位 

 祖父)スーパー・クラック・リック B05-6394218 B H.ファンサンデ作翔 アントワープP2 回優勝鳩 直 

  仔／サピーア 自動車獲得 マヌー＋パコ ブールジュNPO(第4セクター)5,771羽中総合優勝、総合2位 

 祖母)ゴウドバンド ＮＬ10-1109882 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 直仔／マヌー＋パコ ブールジュ 

NPO(第4 セクター)5,877 羽中総合優勝、2 位 

母)タイサ ＮＬ18-4718177 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作翔 シメイ9,460 羽中総合優勝(17,862 羽中最高 

分速)他 兄弟／カリスト 3,160 羽中優勝 

 祖父)ニルトン ＮＬ10-1109863 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 エルマー・フェーンズ・ホープ×アベレ 

祖母) 超銘鳩アドラ ＮＬ12-4703552 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作翔 ピティヴィエ NPO4,494 羽中総

合優勝、シャトローNPO3,112 羽中総合中優勝、センス 1,069 羽中優勝 ド・ブロア×ミス・ダイナマ

イト（超銘鳩クライネ・ディルク全妹）    

    

 



 

【103】ＮＬ21-1504499 ＢＣ ♀ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 

父)ロイヤル・ドリーム ＮＬ12-1076982 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作 種鳩 

祖父)カシアス ＮＬ02-2373002 ＢＣ 直仔／ヴァキール 09 年ブロア NPO6,279 羽中総合 3 位 兄妹近

親交配直仔 超銘鳩クライネ・ディルク(トロイＮ17,8831羽中総合優勝、ブールジュＮ7,155羽中総

合優勝、マーゼイク3,522 羽中優勝、Ｎエース鳩第1位)×超銘鳩アンネリーズ(シメイ15,438 羽中

総合優勝、同10,000羽中総合2位、トロイＮ13,137羽中総合2位で、クライネ・ディルクの実妹) 

 祖母)レディ・プロミス ＮＬ08-2049038 ＢＣ エルマー・フェーンズ・ホープ×マライケ 

母)ミス・ソンネニー ＮＬ14-4750762 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 直仔／ヴィクトリア・フォールス委託レ

ース205Ｋ優勝 

 祖父)ブルー・エナジー ＮＬ03-2324278 ロリス×イ・ミン(超銘鳩クライネ・ディルクの妹) ※ケルク

ス・ロブール（オイスイェの父）の祖父 

 祖母)ミス・ジェンジラ ＮＬ12-4703529 ＢＣ 両親共Ｃ.＆Ｇ.コープマン作翔 ブレトィルNPO486Ｋ 

4,564 羽中総合優勝、ボクステル10,270羽中総合74位、ピティヴィエ4,494羽中総合16位他 シル 

ヴァヌス×ニドラ 

 

 

【104】“ドホテル・アドラ”ＮＬ21-1504488 ＢＣ ♀ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 

父)ベルト・ジュニア ＮＬ16-4783962 ＢＣ.＆Ｇ.コープマン父子作翔 シャトロー918 羽中優勝他 兄 

弟の直仔／パタヤ委託レースエース鳩第3 位 

祖父)ベルト ＮＬ10-4789721 Ｂ Ｂ.キーン作翔 キェブラン255羽中優勝、シャロンズ521羽中優勝 

他でフォンドシュピーゲル紙14 年当日長距離Ｎエース鳩第1 位 

祖母)ニュー・ホープ ＮＬ07-1207604 ＢＣ コープマン作 直仔／ベルト・ジュニア他 1,407羽中優 

勝、6,378羽中3位、9,746羽中5位、11,483羽中6位、7,749羽中6位、9,746羽中5位他 異父兄 

弟／超銘鳩クライネ・ディルク他 マディール×基礎鳩ゴールデン・レディ 

母)アドラ ＮＬ12-4703552 ＢＣ コープマン父子作翔 ピティヴィエ NPO4,494 羽中総合優勝、シャトロ

ーNPO3,112 羽中総合 2 位 直仔／タイサ シメイ 9,460 羽中総合優勝(17,862 羽中最高分速) カリスト 

センス3,160 羽中優勝 

祖父)ド・ブロア ＮＬ04-1919872 レオ・ヤンセン作翔 ブロアNPO5,971 羽中総合優勝 

祖母)ミス・ダイナマイト ＮＬ00-1211111 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 兄弟／超銘鳩クライネ・ディ 

ルク(トロイＮ17,8831 羽中総合優勝、ブールジュＮ7,155 羽中総合優勝、マーゼイク3,522 羽中優勝、 

Ｎエース鳩第1 位)，アンネリーズ他 

 

 

【105】“ドホテル・トリプル・バス×Ｏ.Ｔ.Ｂ21-5050087 Ｂ ♀ ボスマンス＝リーケンス作 

父)トリプル・バス Ｂ19-5037186 ボスマンス＝リーケンス作翔 グレ1 才鳩Ｎ12,888 羽中総合優勝  

 祖父)トリプル・73 Ｂ15-2181273 姉妹／オリンピック・トリプル・ニーナ 17 年ブリュッセル・オリ

ンピアード・オールラウンド部門代表第2 位 オリンピック・トリプル・エース×ブラック・ママ 

 祖母)ＮＬ17-1277592 Ｇ.＆Ｂ.フェルケルク作 オリンピック・ファイアー・アイズ×ソランジェの娘 

母)Ｏ.Ｔ. Ｂ20-5091621 ボスマンス＝リーケンス作翔 シャトロー若鳩Ｎ15,322 羽中総合優勝 同腹 

 ／Ｏ.Ｊ.622 アルジャントンＮ23,280 羽中総合6 位他でゲントのＮエース鳩1 位 姉妹／ルーシー シ 

ャトローＩＰ3,026 羽中総合優勝他で20 年KBDB オールラウンド部門 Ｎエース鳩14 位 

  祖父)Ｂ16-2256947  ビューティ・カンニバール×スーパー・ママ 

 祖母)トリプル・029 Ｂ14-2090029姉妹／オリンピック・トリプル・ニーナ 17 年ブリュッセル・オリ

ンピアード・オールラウンド部門代表第2 位 オリンピック・トリプル・エース×ブラック・ママ 

 



 

【106】“ザス・Ｏ.Ｔ.”Ｂ21-5050053 ＢＬＫＣ ♀ ボスマンス＝リーケンス作 全兄弟／Ｏ.Ｔ. シャトロ

ー若鳩Ｎ15,322 羽中総合優勝 Ｏ.Ｊ.622 アルジャントンＮ23,280 羽中総合6 位他でゲントのＮエース鳩

1位 ルーシー シャトローＩＰ3,026羽中総合優勝他で20年KBDBオールラウンド部門 Ｎエース鳩14

位 

父)Ｂ16-2256947 ボスマンス＝リーケンス作 

祖父)ビューティ・カンニバール Ｂ11-5170241 カンニバール近親×ラッキー・ルクの娘 

 祖母)Ｂ11-5170218 スーパー・パパ×スーパー・ママ 

母)トリプル・029 Ｂ14-2090029 ボスマンス＝リーケンス作 

祖父)オリンピアード・トリプル・エース Ｂ11-5143219 12年KBDB中距離Ｎエース鳩第１位、オリンピ 

アード代表 ギエンＰ5,386 羽中総合優勝、同8,044 羽中最高分速 直仔／優勝６羽 Ｂ04-093(グーデ・

ヤールリング直仔)×Ｂ06-694(Ｇ.ファンデンアベール近親×プロス・ローザン) 

祖母)ブラック・ママ Ｂ11-5118953直仔／優勝12回 Ｂ07-5082347×Ｂ08-5185745  

 

 

【107】“ゾーン・エリー”Ｂ21-5050071 ＢＣ ♂ ボスマンス＝リーケンス作  

父)ナショナル・アレックス Ｂ12-4165554 デブルイカー＝デクラーネ作翔 ラ・スーテレーヌＮ4,161 羽 

中総合優勝 直仔／21-847 4,423 羽中21 位他上位多数他 

 祖父)Ｂ07-4329013 入賞多数 ブノート×カルトィス 

 祖母)Ｂ11-4087899 スクールス＝ドヴァーレ作 兄弟／リモージュＮ19,816羽中総合62位 

母)オリンピック・ホープ・エリー Ｂ16-2188933 ボスマンス＝リーケンス作翔 カオールＩＰ総合優勝、

リモージュＰ3 位、リブルヌＰ8 位、シャオリンピアード代表候補、トローＰ8 位他で19 年KBDB 長距

離エース鳩第8 位、同Ｐ1 位、19 年ベルギー最優秀長距離鳩第2 位、オリンピアード長距離代表の成績 

 祖父)ブロア・ラッキー・13－13Ｂ14-2099532 ボスマンス＝リーケンス作 兄弟／ラッキー13-13  

 祖母)Ｂ14-2099510  ボスマンス＝リーケンス作 オリンピック・トリプル・エースの直仔×ラッキー・ルー 

ク娘 

 

 

【108】“ゾーン・シルヴァー”Ｂ21-5050121 Ｇ ♂ ボスマンス＝リーケンス作 

父)ソン・ミス・リンブルグ Ｂ15-2265064 ボスマンス＝リーケンス作 

祖父)オリンピアード・トリプル・エース Ｂ11-5143219 12年KBDB中距離Ｎエース鳩第１位、オリンピ 

アード代表 ギエンＰ5,386羽中総合優勝、同8,044羽中最高分速 直仔／優勝６羽 Ｂ04-093(グー 

デ・ヤールリング直仔)×Ｂ06-694(Ｇ.ファンデンアベール近親×プロス・ローザン) 

祖母)ミス・リンブルグ Ｂ13-5100049 ボスマンス＝リーケンス作翔 シャトローＮ5,901 羽中優勝、マ 

ルネ176 羽中優勝、同213 羽中優勝、ランス917 羽中優勝、ソールダン123 羽中優勝 サン・ラッ 

キー・ルーク×ブールジュＮ総合10位の娘     

母)シルヴァー Ｂ17-5082180 ボスマンス＝リーケンス作翔 チュールＮ3,064 羽中総合4 位、ギエンＰ 

3,006羽中総合2位、シャトロー優勝、同Ｎ4,641羽中総合34位、ヴィエルゾンＮ20,912羽中総合54位  

 祖父)Ｂ13-5127898 オリンピック・トリプル・エース×Ｂ08-147(モンリュソンＮ総合69位他) 

 祖母)Ｂ13-5127988 ラッキー・ルーク×ブルー・ヴァイアグラの妹 

 

 

【109】“ドホテル・チャイナ・001”ＮＬ21-1219074 Ｂ ♀ リン共同鳩舎作 

父)チャイナ・001 ＮＬ19-1696001 Ｂ リン共同鳩舎作翔 ポントワーズ9,157 羽中総合優勝、同2,001 

羽中優勝、同15,351 羽中総合14 位、シャトロー1,633 羽中3 位、ペロンヌ2,218 羽中9 位、同2,271 

羽中12 位、ポン・サン・マクサンス2,201 羽中12 位、同1,958 羽中15 位、ニールグニース3,166 羽中 



13 位、ヴィエルゾン2,842 羽中総合13 位、レンニク2,805 羽中16 位、フォンテネイ5,725 羽中総合17 

位他でWHZB 短中距離N エース鳩第1 位 

祖父)ド・L197 ＢＣ リン共同鳩舎作翔 フォンテネイ若鳩480Ｋ12,440 羽中総合11 位、同3,558 羽 

中2 位、ブロア1,0551 羽中優勝、ムラン2,581 羽中総合19 位、ポン・サン・マクサンス2,601 羽中 

13 位、ハーゼルドンク1,069 羽中6 位他でWHZB 若鳩中距離エース鳩第2 位 インブレッド・タイ 

ガー×コープマン作 

祖母)オリンピック・ジャネケ ＮＬ17-1310250 Ｂ リン共同鳩舎作翔 キェブラン3,277 羽中優勝、ア 

ラース2,346 羽中優勝、ポン・サン・マクサンス1,190 羽中優勝、デュッフェル3,905 羽中3 位、ペ 

ロンヌ2,798 羽中3 位他で、19 年国際オリンピアード1 才鳩第1 位 ゴールデン・ドラゴン×オリン 

ピック・エラー・404  

母)オリンピック・ペトラ ＮＬ18-1053319 ＢＣ Ｐ.Ｃ.ファンゲルダー作翔 ナントィル2,867羽中優勝、 

 シャトローNPO4,973 羽中総合優勝、21 年オリンピアード中距離Ｎ第1 位、同長距離Ｎ第3 位他 

 祖父)Ｂ16-6049977 Ｂ 祖父母迄Ｌ.Ｂ＆Ｊ.ゲーリンクス作 シルヴェスター・グラディエーター・ラ 

イン オリンピアード1位の甥 

 祖母)マザー・オリンピック・ペトラ ＮＬ15-1655617 ＤＣ Ｐ.Ｃ.ファンゲルダー作 アンクル・ミス・ 

163×モーイエ・900(シモンズ兄弟) 

 

 

【110】ＮＬ21-1219060 Ｂ ♀ リン共同鳩舎作 兄弟／チャイナ・001 19-001 ポントワーズ9,157 羽中

総合優勝、同2,001 羽中優勝、同15,351 羽中総合14 位、シャトロー1,633 羽中3 位、ペロンヌ2,218 羽中

9 位、同2,271 羽中12 位、ポン・サン・マクサンス2,201 羽中12 位、同1,958 羽中15 位、ニールグニー

ス3,166 羽中13 位、ヴィエルゾン2,842 羽中総合13 位、レンニク2,805 羽中16 位、フォンテネイ5,725

羽中総合17 位他でWHZB 短中距離N エース鳩第1 位 

父)ド・L197 ＢＣ リン共同鳩舎作翔 フォンテネイ若鳩480Ｋ12,440 羽中総合11 位、同3,558 羽中2 

位、ブロア1,0551 羽中優勝、ムラン2,581 羽中総合19 位、ポン・サン・マクサンス2,601 羽中13 位、 

ハーゼルドンク1,069 羽中6 位他でWHZB 若鳩中距離エース鳩第2 位 

 祖父)インブレッド・タイガー ＮＬ15-1739746 ＢＣ リン共同鳩舎作翔 アルジャントン605羽中8位 

他両親フェルケルク作 タイガーの近親 

 祖母)ＮＬ13-1275507 ＢＣ リン共同鳩舎作 直仔／NPO 若鳩Ｎエース鳩20 位 両親コープマン作 

母)オリンピック・ジャネケ ＮＬ17-1310250 Ｂ リン共同鳩舎作翔 キェブラン3,277 羽中優勝、アラー 

ス2,346 羽中優勝、ポン・サン・マクサンス1,190 羽中優勝、デュッフェル3,905 羽中3 位、ペロンヌ 

2,798 羽中3 位他で、19 年国際オリンピアード1 才鳩第1 位 

祖父)ゴールデン・ドラゴン ＮＬ09-1214695 Ｂ Ｊ.オウワーケルク作翔 アルジャントン1,483 羽中 

優勝、ニヴェユ6,684羽中総合5位、オルレアン3,365羽中総合6位、ツール4,591羽中総合10位他 

でWHZB 長距離Ｎエース鳩第12 位 直仔／17-250 19 年ポーランド・オリンピアード1 才鳩国際1 

位 Ｋ.ボスア800(クライネ・フィーゴ直仔)×スーパー・484娘  

 祖母)オリンピック・エラー・404 ＮＬ14-1094404 Ｂ リン共同鳩舎作翔 ペロンヌ1,150 羽中優勝、 

シャトロー2,095 羽中3 位、ナントィル5,363 羽中総合9 位、アッセ4,489 羽中8 位、ロワイエ1,906 

羽中4 位他で、WHZB 雌鳩Ｎエース鳩2 年連続6 位、NPO 長距離Ｎエース鳩7 位 Ｐ.フェーンスト 

ラのロレックスの直仔×フェルケルク作マジック・アモーレの娘 

  

 

【111】“クラインゾーン・ゴールデン・ドラゴン”ＮＬ21-1219146 Ｂ ♂ リン共同鳩舎作 兄弟／21-033 ト

イテブルガーヴァルト最終レース 10 位 21-891 トイテブルガーヴァルト最終レース 44 位 異父兄弟／

21-751 21 年WHZB 若鳩Ｎエース鳩第9 位 

父)ＮＬ18-5167308 Ｂ Ｇ.＆Ｂ.フェルケルク作 



 祖父)レーザー ＮＬ15-1706356 Ｂ 両親共フェルケルク作翔 ラ・スーテレーヌNPO4,783 羽中総合3 

位、ポントワーズ12,351羽中総合16位、シャトロー14,602羽中総合33位他 ダーティ・ハリー×ネナ 

 祖母)ソランジジェズ・エンジェル ＮＬ16-1525915 ＬＢＣ 両親共フェルケルク作翔 ラ・スーテレー

ヌ NPO4,783 羽中総合 8 位、アルジャントン 8,125 羽中総合 33 位、デュッフェル 5,379 羽中総合 13

位他 ブラッドレー×オリンピック・ソランジェ 

母)インブレッド・ゴールデン・ドラゴン ＮＬ19-1695708 Ｂ リン共同鳩舎作   

祖父)ゴールデン・ドラゴン ＮＬ09-1214695 Ｂ Ｊ.オウワーケルク作翔 アルジャントン1,483 羽中 

優勝、ニヴェユ6,684羽中総合5位、オルレアン3,365羽中総合6位、ツール4,591羽中総合10位他 

でWHZB 長距離Ｎエース鳩第12 位 直仔／17-250 19 年ポーランド・オリンピアード1 才鳩国際1 

位 Ｋ.ボスア800(クライネ・フィーゴ直仔)×スーパー・484娘  

祖母)オリンピック・ジャネケ ＮＬ17-1310250 Ｂ リン共同鳩舎作翔 キェブラン3,277 羽中優勝、ア 

ラース2,346 羽中優勝、ポン・サン・マクサンス1,190 羽中優勝、デュッフェル3,905 羽中3 位、ペ 

ロンヌ2,798 羽中3 位他で、19 年国際オリンピアード1 才鳩第1 位 ゴールデン・ドラゴン×オリン 

ピック・エラー・404  

 

 

【112】“ゾーン・スモー”ＮＬ21-1219063 Ｂ ♂ リン共同鳩舎作  

父)ゾーン・オリンピック・ハリケーン ＮＬ18-1102502 ＬＢＣ ヴィレム・ドブルイン作 

祖父)オリンピック・ハリケーン ＮＬ10-1688185 ＢＣ Ｗ.Ａ.ドブルイン作翔 ポメロイル2,753 羽 

中優勝、アブリス2,132 羽中優勝他で、11 年ポーランド・オリンピアード若鳩代表 直仔／オリンピ

ック・フローム 13 年スロヴァキア・オリンピアード1 才鳩代表 アルジャントンNPO7,796 羽中総

合2 位、ナイフェル4,974 羽中総合優勝 レスキン16,450 羽中総合3 位、マンテス10,446 羽中総合

3 位他 ストーム×フェアリー・テール 

 祖母)ティティア ＮＬ12-1617996 ＢＣ 両親共ドブルイン作翔 第5地区エース鳩第12位 チタン× 

オリンピック・シャヌルケ 

母)スモー ＮＬ17-130998 Ｂ リン共同鳩舎作 ヒルゲルソム＝タイセン使翔 18年WHZBＮエース鳩5位  

 祖父)ブラザー・エリン ＮＬ15-1208776 Ｂ マンテル共同鳩舎作翔 兄弟／エリン キェブラン2,109 

羽中優勝、同3,377 羽中3 位、デュッフェル1,483 羽中優勝、トンゲレン1,028 羽中優勝 ロイヤル・ 

ケープ×ダリダ(純レオ・ヘレマンス) 

 祖母)オリンピック・エラーの娘 ＮＬ15-1731807 ＢＣ エース・アゲインスト・タイム×オリンピッ 

  ク・エラー(フェーンストラ・フェルケルク) 

 

 

【113】“ドホテル・ダヴィニア”Ｂ21-2059208  Ｂ ♀ アルベルト・デルヴァ作 

父)Ｂ19-2039100 Ａ.デルヴァ作 

 祖父)ゾーン・ハリケーンＮＬ13-1957867 ヴィレム・ドブルイン作 オリンピック・ハリケーン×ルイ 

ーズ 

 祖母)オリンピック・ニールスの全妹Ｂ12-6142240 ディルク・ファンダィク作 兄弟／オリンピック・

ニールス ディカプリオの娘 

母)超銘鳩ダヴィニア Ｂ18-2093024 Ａ.デルヴァ作翔 ラ・スーテレーヌＮ9,469 羽中総合4 位、イソウ 

ドウンＮ10,603 羽中総合6 位、アルジャントンＮ5,158 羽中総合7 位、モンリュソンＮ14,104 羽中総合 

10 位、シャトローＮ6,377 羽中総合19 位他2 回、ブールジュＮ23,195 羽中総合58 位  

 祖父)ＮＬ15-3506966 クーン・ミンダーハウト作 ゲーローガー×フランシスカ 

 祖母)ＮＬ14-1209905 ヤン・ホーイマンス作 超銘鳩ハリー×クライネ・ゲルトの孫 

 

 



【114】“ブロア・ダヴィニア”Ｂ21-2059223 ＬＢＣ ♂ アルベルト・デルヴァ作 全兄弟／超銘鳩ダヴィニ

ア ラ・スーテレーヌＮ9,469 羽中総合4 位、イソウドウンＮ10,603 羽中総合6 位、アルジャントンＮ5,158

羽中総合7 位、モンリュソンＮ14,104羽中総合10位、シャトローＮ6,377羽中総合19位他2回、ブールジ

ュＮ23,195羽中総合58位  

父)ＮＬ15-3506966 クーン・ミンダーハウト作 母子近親直仔 

祖父)ゲーローガー ＮＬ11-3014703 Ｂ    ピティヴィエNPO6,340 羽中総合優勝、ラ・スーテレーヌNPO 

3,077羽中総合優勝、シャトローNPO2,227羽中総合優勝、ギエン3,548羽中総合3位、モルリンコート1,259 

羽中2位  ゲブローケン・フリューヘル×フランシスカ(Ａ.デルヴァ作 ヴァレンチノ×ポーリーン) 

祖母)フランシスカ Ｂ10-2007026 Ｂ アルベルト・デルヴァ作 ゲーローガーの母 

母)ＮＬ14-1209905 ヤン・ホーイマンス作 

祖父)超銘鳩ハリー ＮＬ07-2007621 ブロアＮ546Ｋ5,653 羽中総合優勝、同37,728 羽中最高分速 シ 

ャトローＮ611Ｋ5,979 羽中総合優勝、同22,340 羽中最高分速 シャトードゥン500ＫNU21,520 羽 

中総合3 位、モルリンコートＰ20,920 羽中総合19 位、シャトローNPO5,496 羽中総合21 位 WHZB 

長距離Ｎエース鳩第1 位、TBOTB 同エース鳩第1 位 兄弟／シャトローNPO5,620 羽中総合優勝、 

10位、同NPO4,260羽中総合5位、同NPO4,604羽中総合4位、同NPO5,979羽中総合10位、サ 

ルブリNPO7,599羽中総合2位、ブロアＮ4,829羽中総合2位、同Ｎ5,653羽中総合3位、ブールジ 

ュNPO7,299羽中総合6位 ヨンゲ・ブリクセン×ディルクイェ 

 祖母)Ｂ11-1522018 ヘルマン・パウ作 両親ディルク・ファンダィク作 カンニバールの近親 

 

 

【115】“ドホテル・イリナ”Ｂ21-2059693 Ｂ ♀  アルベルト・デルヴァ作 

父)ゾーン・インヴィクトゥス Ｂ16-2300342 Ａ.デルヴァ作 

祖父)インヴィクトゥス Ｂ13-2110100 Ａ.デルヴァ作翔 イソウドゥンＮ16,587羽中総合優勝、ナントイル 

1,535 羽中4位他上位入賞多数  パブロ×Ｂ12-2080086(ラ・スーテレーヌＮ19,155羽中総合68位) 

祖母)プリシラ Ｂ12-2080130 Ａ.デルヴァ作翔 優勝9回、グレＮ15,007羽中総合4位、同Ｎ16,988羽中 

総合33位、アルジャントンＮ6,795羽中総合5位、同Ｎ22,463羽中総合16位 兄弟／プリモ シャト 

ローＳＮ4,056 羽中総合22 位、シャトローＳＮ9,026羽中総合73 位他、シャトローＰ1,039 羽中優勝、 

同ＳＮ6,281羽中総合3位、アルジャントンＮ11,001羽中総合49位、シャトローＮ16,479羽中総合75 

位、シャトローＩＰ8,854羽中総合87位他優勝多数 ペリナ アルジャントンＮ20,844羽中総合11位、 

同Ｎ6,177羽中総合14位、ブールジュＮ13,354羽中総合101位、モンリュソン5,052羽中総合9位、 

同Ｎ8,619羽中総合13位他優勝多数でKBDBＮエース鳩第8位 ド・ゾーン ブロアＰ2,413羽中総合 

11位、アルジャントンＮ22,442羽中総合94位、ブロア2,572羽中12位、ブールジュＮ30,748羽中総 

合218位他8回優勝 ペトロヴァ 優勝上位入賞多数 ヴァレンチノ×ポーライン 

母)イリナ Ｂ17-2065111 Ａ.デルヴァ作翔 アルジャントンＮ3,322 羽中総合優勝、他同ゾーン1,075 羽中 

優勝、ブロア2,953 羽中優勝、スワソン194 羽中優勝他 

祖父)インヴィクトゥス Ｂ13-2110100 Ａ.デルヴァ作翔 イソウドゥンＮ16,587羽中総合優勝、ナントイル 

1,535 羽中4位他上位入賞多数  パブロ×Ｂ12-2080086(ラ・スーテレーヌＮ19,155羽中総合68位) 

祖母)Ｂ11-3070106 純ガビー・ファンデンアベール 全姉妹／グローリア ロイヤル・ブルー(リモージュ 

Ｎ15,507羽中総合87位、同Ｎ7,469羽中総合79位、アルジャントン4,479羽中総合46位他)×モナ 

 

 

【116】“ドホテル・イリッサ”Ｂ21-2059240  Ｂ ♀   アルベルト・デルヴァ作   

父)ゾーン・ファン・ド・ゾーン Ｂ18-2093018  Ａ.デルヴァ作 

祖父)ド・ゾーン    Ｂ10-2007030 Ａ.デルヴァ作翔 ブロアＰ2,413羽中総合11位、アルジャントンＰ3,395 

 羽中総合12位、ブロア2,572羽中12位、アルジャントンＮ22,442羽中総合94位、ブールジュＮ30,748 

 羽中総合218位他 兄弟／プリシラ 優勝9回、グレＮ15,007羽中総合4位、同Ｎ16,988羽中総合33位、 



アルジャントンＮ6,795羽中総合5位、同Ｎ22,463羽中総合16位、プリモ シャトローＳＮ4,056羽中 

総合22位、シャトローＳＮ9,026羽中総合73位他、シャトローＰ1,039羽中優勝、同ＳＮ6,281羽中総 

合3位、アルジャントンＮ11,001羽中総合49位、シャトローＮ16,479羽中総合75位、シャトローＩ 

Ｐ8,854羽中総合87位他優勝多数 ペリナ アルジャントンＮ20,844羽中総合11位、同Ｎ6,177羽中総 

合14位、ブールジュＮ13,354羽中総合101位、モンリュソン5,052羽中総合9位、同Ｎ8,619羽中総 

合13位他優勝多数でKBDBＮエース鳩第8位 ド・ゾーン ブロアＰ2,413羽中総合11位、アルジャ 

ントンＮ22,442羽中総合94位、ブロア2,572羽中12位、ブールジュＮ30,748羽中総合218位他8回 

優勝 ペトロヴァ 優勝上位入賞多数 ヴァレンチノ×ポーライン 

祖母)Ｂ13-2110005 Ａ．デルヴァ作翔 スワソン554羽中優勝、メルン278羽中優勝、同284羽中優勝、 

 ブロア271羽中優勝、グレ1,491羽中8位、アルジャントン4,505羽中37位、ブールジュ7,479羽中59 

位他 Ｊ.＆Ｊ.バーク作の雄×ペリナ(上記ド・ゾーンの全姉 アルジャントンＮ20,844羽中総合11位、 

モンリュソンＳＮ8,619羽中総合13位他でＮエース鳩第8位) 

母)イリッサ Ｂ18-2093077 Ａ．デルヴァ作翔 アルジャントンＮ4,606羽中総合優勝、ラ・スーテレーヌＮ 

 946羽中総合5位、ブールジュＮ23,191羽中総合83位、シャトローＮ12,855羽中総合85位、同Ｎ2,080 

 羽中総合188位 

 祖父)オメ・ヴィレム ＮＬ10-1688331 ヴィレム・ドブルイン作 ブラウエ・モーリス×ミネルヴァ 

 祖母)イリナ Ｂ17-2065111 Ａ.デルヴァ作翔 アルジャントンＮ3,322 羽中総合優勝、他同ゾーン1,075 

羽中優勝、ブロア2,953 羽中優勝、スワソン194 羽中優勝他 インヴィクトゥス×ガビー・ファンデ 

ンアベール 

 

 

【117】“ナショナル・マヌー” ＮＬ21-1423221 Ｂ ♂ ヨー＆フロリアン・ヘンドリックス父子作 

父)ナショナル・ハリー ＮＬ17-1545145 Ｊ.ホーイマンス作  シャトローＮ7,503羽中総合優勝、アルジャ 

ントンＮ9,512羽中総合2位、モンリュソンNPO4,201羽中総合2位、アルジャントンNPO3,555羽中総合 

21位、シャトローNPO85羽中総合21位、セザンヌNPO8,177羽中総合27位、ラ・スーテレーヌNPO1,725 

羽中総合34位、ロリスNPO16,471羽中総合52位、シャロンＰ11,886羽中総合65位、シャトローＮ27,656 

羽中総合72位、メルンNPO15,245羽中総合105位、ラ・スーテレーヌNPO1,094羽中総合90位 

 祖父)サン・アステリクス  Ｊ.＆Ｆ.ヘンドリクス作 ＢＷ スーパー種鳩 全兄弟／11－868 エタンプ

351Ｋ2,864 羽中優勝、同／シェリル セザンヌ 498 羽中優勝、同セザンヌＮＰＯ11,969 羽中総合 14

位、オルレアン 716 羽中優勝、同オルレアンＮＰＯ2,922 羽中総合 6 位 アステリクス（最高種鳩ポ

パイ×マイク・ギャヌスのミス・マッテン）×ゲーリンクス父子のヴィッテコップ・シルヴェスター

の直娘 

 祖母)ドーター・4000 ＮＬ16—1663658 ＢＣ Ｊ.ホーイマンス作 4000・ブラザー・ハリー×インブレ 

ッド・カンニバール  

母)ゴールデン・マヌー ＮＬ20-1080816 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 

祖父)アマノ ＮＬ18-4718197 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作翔 ロリス6,086羽中ダ第4セクター最高 

   分速 シメイ9,460 羽中総合33 位、シャトードゥン4,511 羽中総合18 位他 フリドゥス×ワラダ 

祖母)マヌー ＮＬ16-4784182 Ｂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作翔 シャトローNPO754Ｋ3,647 羽中総合優勝

(第４Ｓ)、ブールジュNPO703Ｋ5,877羽中総合優勝(第４S）、センス1,069羽中優勝、、、、アッセ736羽中4

位、ラオン6,371羽中総合60位    

 スーパー・クラック・リック×ゴウドバンド  

 

 

【118】“ビューティ・ブラザー” ＮＬ21-1423161 ♂ ヨー＆フロリアン・ヘンドリックス父子作 全兄弟

／ナショナル・ハリー シャトローＮ7,503羽中総合優勝、アルジャントンＮ9,512羽中総合2位、モンリュ

ソンNPO4,201羽中総合2位、アルジャントンNPO3,555羽中総合21位他入賞多数 ファイヤー・アイ・ハ

リー アルジャントンＮ9,512羽中総合4位、セザンヌNPO8,177羽中総合11位他 



父)サン・アステリクス ＮＬ14—1359299 Ｊ.＆Ｆ.ヘンドリクス作 ＢＷ スーパー種鳩 全兄弟／11-868 エ 

タンプ 351Ｋ2,864 羽中優勝 シェリル セザンヌ 498 羽中優勝、同セザンヌ NPO11,969 羽中総合14 位、オ 

ルレアン716 羽中優勝、同オルレアンNPO2,922 羽中総合6 位 アステリクス（最高種鳩ポパイ×マイ 

ク・ギャヌスのミス・マッテン）×ゲーリンクス父子のヴィッテコップ・シルヴェスターの直仔 

 祖父)アステリクス ＮＬ08‐1826461 Ｂ Ｊ.＆Ｆ.ヘンドリクス作 Ｂ 最高種鳩ポパイ×マイク・ギャヌ

スのゴールデン・マッテンの直仔 

 祖母)ヴィッテ・ゲーリンクス Ｂ10—6342713 ＢＷ ゲーリンクス父子作 ヴィッテコップ・シルヴェスター 

×ブルー・スター  

母)ドーター・4000 ＮＬ16-1663658 Ｂ Ｊ.ホーイマンス作 スーパー種鳩 直仔／ナショナル・ハリー 

祖父)4000・ブラザー・ハリー ＮＬ12-1784000ＢＣ ヤン・ホーイマンス作 全兄弟／超銘鳩ハリー ブロ 

アＮ546Ｋ5,653 羽中総合優勝、同37,728 羽中最高分速 シャトローＮ611Ｋ5,979 羽中総合優勝、同 

22,340 羽中最高分速 シャトードゥン500ＫNU21,520 羽中総合3 位、モルリンコートＰ20,920 羽中 

総合19 位、シャトローNPO5,496 羽中総合21 位 WHZB 長距離Ｎエース鳩第1 位、TBOTB 同エース 

鳩第1位 兄弟／シャトローNPO5,620羽中総合優勝他上位入賞無数 ヨンゲ・ブリクセン×ディルクイェ 

祖母)インブレッド・カンニバール ＮＬ11-1522008 Ｂ 100％ディルク・ファンダイク(Ｈ.パウ作）直仔／

アッセ4,544羽中優勝、フレンヴィントン1,255羽中優勝、3,900羽中5位(委託レースで車獲得の為の

重要レース）、4,092羽中24位(同）、3,900羽中31位(同）カンニバールの孫×直仔 

 

 

【119】“ウィットペネチェ・ゲラード”ＮＬ21-1423232 ＢＣＷ ♀ ヨー＆フロリアン・ヘンドリックス父子

作 

父)クライネ・ゲラード ＮＬ14-1359081Ｊ.＆Ｆ.ヘンドリクス作翔 ＢＣ ブールジュ 1,290 羽中優勝、同

NPO8,278羽中総合2位、モンリュソン507羽中優勝、同NPO1,310羽中総合4位、ロリス1,721羽中優勝、

同NPO5,537羽中総合5位、レイチェル1,292羽中優勝、同P10,912羽中総合13位、リモージュNPO1,326

羽中総合11位、ロリスNPO5,166羽中総合17位、ギエンNPO4,177羽中総合44位、シャトローNPO1,797

羽中総合46位、センスNPO9,919羽中総合61位、セザンヌ2,148羽中4位、レイムス667羽中4位、マ

ルシェ595羽中7位、センス513羽中9位  

 祖父)サン・ジーナＮＬ12-1076890 Ｂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作翔 全兄弟／サマム トロイ NPO8,079

羽中総合4 位、ブロイルNPO10,037 羽中総合11 位、半兄弟／シャトローNPO667 羽中総合優勝、同Ｎ

37,819羽中総合15位、ギエンNPO3,137羽中総合4位、ブロイル9,786羽中総合2位 

 祖母)クライネ・ディルクイェ ＮＬ12-1077075 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作 直仔／クライネ・ゲラー

ド 最高種鳩 ザキール×ラファエラ                                                             

母)ドーター・ナショナル ＮＬ20-1731969 Ｂ Ｊ.＆Ｆ.ヘンドリクス父子作 

祖父)ナショナル・ハリー ＮＬ17-1545145 Ｊ.ホーイマンス作  シャトローＮ7,503羽中総合優勝、アルジ 

ャントンＮ9,512羽中総合2位、モンリュソンNPO4,201羽中総合2位、アルジャントンNPO3,555羽中 

総合21位、シャトローNPO853羽中総合21位、セザンヌNPO8,177羽中総合27位、ラ・スーテレーヌ 

NPO1,725羽中総合34位、ロリスNPO16,471羽中総合52位、シャロンＰ11,886羽中総合65位、シャ 

トローＮ27,656羽中総合72位、メルンNPO15,245羽中総合105位、ラ・スーテレーヌNPO1,094羽中 

総合90位 サン・アステリクス×ドーター・4000  

祖母)シスター・フレンドシップ Ｂ14-6128813 Ｂ リック・ヘルマンス作 全姉／フレンドシッップ 15 年 

シャトローⅠ１才鳩Ｎ535Ｋ25,617羽中総合優勝、同44,293羽中最高分速鳩 スープ1,987羽中優勝、 

同１才鳩6,134 羽中最高分速 直仔／17-760 イソウドン1,269 羽中優勝、同5,233 羽中総合2 位、セ 

ンス476 羽中優勝、同NPO4,612 羽中総合8 位、ロリスNPO16,471 羽中総合12 位、ギエンIP6,033 羽 

中総合44 位、セザンヌP19,008 羽中総合91 位 18-280 若鳩Ｐエース鳩第1 位、マルシェ2,314 羽中 

優勝、ギエンNPO2,778 羽中総合3 位、オルレアンNPO 総合1,277 羽中総合14 位、17-761 セザンヌ 

1,555 羽中優勝、セザンヌNPO8,177 羽中総合12 位、17⁻206 オルレアンNPO1,277 羽中総合13 位、 

エペルネイNPO7,640羽中総合17位他 ゾーン・ハリー×ファンダィクのオリンピック・ニールスの娘 

 



 

【120】ＮＬ21-1423126 ＢＣ ♀ ヨー＆フロリアン・ヘンドリックス父子作 

父)アス・ダィフ・ゲラード ＮＬ18-5112280 ＢＣ Ｊ.＆Ｆ.ヘンドリクス父子作翔 マルシェ2,314羽中優勝、 

同2,426羽中16位、ギエンNPO2,778羽中総合3位、オルレアンNPO1,277羽中総合14位、センスNPO4,012 

羽中総合90位、エペルネイNPO7,917羽中総合110位、メルンNPO6,039羽中総合156位で、18年若鳩Ｐエ 

ース鳩第1位 

祖父)クライネ・ゲラード ＮＬ14-1359081Ｊ.＆Ｆ.ヘンドリクス作翔 ＢＣ ブールジュ1,290羽中優勝、同 

NPO8,278羽中総合2位、モンリュソン507羽中優勝、同NPO1,310羽中総合4位、ロリス1,721羽中優 

勝、同NPO5,537羽中総合5位、レイチェル1,292羽中優勝、同Ｐ10,912羽中総合13位、リモージュ 

NPO1,326 羽中総合11 位、ロリスNPO5,166 羽中総合17 位、ギエンNPO4,177 羽中総合44 位、シャト

ローNPO1,797 羽中総合46 位、センスNPO9,919 羽中総合61 位、セザンヌ2,148 羽中4 位、レイムス

667羽中4位、マルシェ595羽中7位、センス513羽中9位 サン・ジーナ×クライネ・ディルクイェ                                

祖母)シスター・フレンドシップ Ｂ14-6128813 Ｂ リック・ヘルマンス作 全姉／フレンドシッップ 15 年 

シャトローⅠ１才鳩Ｎ535Ｋ25,617羽中総合優勝、同44,293羽中最高分速鳩 スープ1,987羽中優勝、 

同１才鳩6,134 羽中最高分速 直仔／17-760 イソウドン1,269 羽中優勝、同5,233 羽中総合2 位、セ 

ンス476 羽中優勝、同NPO4,612 羽中総合8 位、ロリスNPO16,471 羽中総合12 位、ギエンIP6,033 羽 

中総合44 位、セザンヌP19,008 羽中総合91 位 18-280 若鳩Ｐエース鳩第1 位、マルシェ2,314 羽中 

優勝、ギエンNPO2,778 羽中総合3 位、オルレアンNPO 総合1,277 羽中総合14 位、17-761 セザンヌ 

1,555 羽中優勝、セザンヌNPO8,177 羽中総合12 位、17⁻206 オルレアンNPO1,277 羽中総合13 位、 

エペルネイNPO7,640羽中総合17位他 ゾーン・ハリー×ファンダィクのオリンピック・ニールスの娘 

母)ドーター・ポルシェ Ｂ19-4185157 Ｂ ヘンドリクス＝パスカル・アリアン共作 

  祖父)ポルシェ911 Ｂ14-2230911 シャトローＮ25,617羽中総合7位、ブールジュＮ21,484羽中総合11位、 

アルジャントンＮ5,327 羽中総合38 位、モンリュソンＮ16,982 羽中総合52 位、スワソン 154 羽中優勝で、 

KBDB 大中距離Ｎエース鳩5 位 ワッコ・フレディ×グラディエーターの娘 

 祖母)グレース ＮＬ17-1544761 Ｂ Ｊ.＆Ｆ.ヘンドリクス作翔 セザンヌ1,555羽中優勝(NPO8,177羽中 

総合12位)、ギエン6,031羽中53位、同腹／760 イッソウドゥン1,269羽中優勝(NPO5,233羽中総合2位)、 

センス476羽中優勝(NPO4,612羽中総合8位)、ロリスNPO16,471羽中総合12位で、エース鳩 クライ 

ネ・ゲラード×シスター・フレンドシップ 

 

 

【121】“基礎交配直仔” Ｂ21-6150131 Ｂ ♀ エディー・ヤンセン作 兄弟／テルマ＆ルイーズ 同腹で、

Ｎエース鳩第12 位、21 位、カラート、スヌーカー(スコーン・マダムケの父)、ニュー・ルイーズ他優勝入賞

多数 

父)プロパー・エミール Ｂ09-6041710 ファンデンブランデン＝ヘルマンス作 新しい基礎鳩 

祖父)プロパー Ｂ06-6212441 兄弟／ペプシ ブールジュＮ9,021羽中総合47位、ラ・スーテレーヌＮ 

13,965羽中総合123位    直仔／ダニー・ファンダィク鳩舎基礎鳩 スコーネ・ファン・ド・ヤールリ 

ング×ブラウ・コラフレスケ 直系／Ｎエース鳩19 羽、Ｎ総合優入賞多数 最高種鳩 

祖母)クライン・マルティーン Ｂ07-6364152 Ｅ．ヤンセンとの共同作出 キェブラン729羽中8位他 ダ 

ルコ×マルティーン(ドールダン1,004羽中優勝) 

母)スーパー・53 の娘 ＮＬ13-1632624 アテマ共同鳩舎作  

祖父)スーパー・53 Ｂ04-6177653 Ｆ.Ｋ.マリアン作翔 デュッフェル2,755 羽中優勝、ポメロイル2,290 

 羽中優勝、アブリス2,031 羽中優勝、サンカンタン1,290 羽中優勝他優勝4 回で、07 年オリンピアー 

ド・オールラウンド部門第1 位 

祖母)ディ・カプリオ・751 Ｂ106297751 ディルク・ファンダィク作 ディ・カプリオ×カンニバール娘 

 

 

【122】“ドホテル・スコーン・マダムケ” Ｂ21-6150370 Ｂ ♀ エディー・ヤンセン作 兄弟／21-102 キ



ェブラン1,395 羽中優勝他、21-101 入賞多数 

父)レムス Ｂ18-6085085 Ｂ Ｅ.ヤンセン作翔 若でシェブラン1,179羽中優勝、同513羽中優勝、メルン851 

羽中3位他で若鳩小中距離Ｎチャンピオン2位の原動力 1才でメルン3,974羽中優勝(Ｐ7,769羽中最高分 

速) 兄弟／ルーリク16-126 小中距離Ｎエース鳩20位他 17-088 シャトローＮ12,150羽中総合51位他 

祖父)デン・ブロードノイス Ｂ14-6239033 Ｅ.ヤンセン作翔 スープ393羽中優勝他 基礎鳩アンナの 

直仔×ヴィッテ・レーウヴィン  

祖母)Ｂ15-6091396 ディルク・ファンダィク作 有名なグラディエーターの直仔×スーパーケ(Ｄ.フ 

ァンダィクのカンニバールの孫) 

母)スコーン・マダムケ Ｂ16-6076059    Ｅ.ヤンセン作翔 メルン1,225 羽中優勝、アルジャントン3,322 

羽中6 位、ブールジュ3,621 羽中9 位他上位多数他で19 年オリンピアード・ポーランド大会第2 位 兄 

弟／ガイス 17-033 ブールジュ347 羽中優勝、同Ｎ37,957 羽中総合8 位、シャトローＮ18,499 羽中総 

合96 位他上位多数 18-030 メルン601 羽中優勝他兄弟多数上位入賞 

祖父)スヌーカー Ｂ15-6092147 エディー・ヤンセン作 プロパー・エミール×スーパー・53の娘 

祖母)ナンス Ｂ15-6059382 バルト＆ナンス・ファンネッケル作 ガストン・ジュニア×ヴィッティ 

 

 

【123】“ゾーン・パワー・ガール” Ｂ21-6150373 ＢＷ ♂ エディー・ヤンセン作 兄弟／21-225、21-226 

上位入賞多数 

父)ド・ルイス Ｂ12-6133662 バルト・ギリス作 

祖父)ゲノップテ・ゲーリンクス Ｂ09-6326253 ゾーン・ファン・009×クライン・ウィリーケ 

 祖母)リハンナ Ｂ09-6041240 Ｅ.ヤンセン作翔 ノワイヨン224羽中優勝、ドールダン1,258羽中7位、 

  アルジャントン11,001羽中総合12位他 ボノ×レア 

母)パワー・ガール Ｂ17-6148008 ＢＷ Ｅ.ヤンセン作翔 若で8 回入賞中ノワイヨン489 羽中優勝、ブ 

ールジュＮ38,456 羽中総合80 位、1 才で14 回入賞中ノワイヨン82 羽中優勝、アルジャントン224 羽 

中優勝、同Ｎ8,818 羽中総合24 位。シャトローＮ4,631 羽中総合23 位、成鳩でブールジュＮ24,055 羽 

中総合2 位、同全44,000 羽中第2 位 

祖父)アリババ Ｂ14-6239376 Ｅ.ヤンセン作 ウィットペン・アルベルト×ルナ(マルネ2,458羽中優勝、 

同Ｐ15,000羽中最高分速優勝) 

祖母)モルジアーナ Ｂ13-6215692 ダニー・ファンダィク作 ニュー・ゾーン(ディルク・ファンダィク 

作 ディ・カプリオ×スーパーケ)×Ｄ.ファンダィク作デン・11の娘 

 

 

【124】“ブロア・ヴォウト” Ｂ21-6150392 Ｂ ♂ エディー・ヤンセン作 兄弟／19-512 グレ優勝、同Ｎ

12,888 羽中総合7 位、イソウドゥンＮ18,176 羽中総合58 位、アルジャントンＮ26,085 羽中総合125 位他 

20-112 メルン627 羽中優勝、セルメーズ342 羽中優勝、シャトローＮ7,674 羽中総合23 位他 20-012 シ

ャトローＮ7,674羽中総合24位、イソウドゥンＮ14,758羽中総合31位、セルメーズ1,350羽中3位他21-211、

21-212各上位入賞多数 

父)ファーダー・ヴォウト Ｂ14-6239088 Ｂ Ｅ.ヤンセン作  

 祖父)ウィリー Ｂ08-6339459 両親共Ｅ.ヤンセン作 自身58 回入賞内ブールジュＮ24,676 羽中総合42 

位 デン・ディッケ×マヤ 孫／アスケ・51 小中距離Ｎエース鳩14位 

 祖母)ヘレネ Ｂ12-6140131 Ｂ Ｅ.ヤンセン作 両親Ｄ.ファンダィク作 ゾーン・ディカプリオ×アン 

ナ 孫／アスケ・51 小中距離Ｎエース鳩14位 

母)Ｂ16-6128432 Ｂ Ｄ.ファンダィク作翔 兄弟／スープ816羽中優勝、メルン490羽中優勝他 兄弟の 

直仔／ナショナル・ヴォンダー(フェルメールベルゲン鳩舎) 

祖父)カノン Ｂ09-6323112  ドールダン1,245羽中優勝、同1,938羽中優勝、同1,962羽中6位、マル 

ネ3,040羽中優勝、10年ドルトムント欧州杯中距離ベルギー第1位、KBDB中距離若鳩Ｎエース鳩4位 



祖母)ミネルヴァの妹 Ｂ11-6238573 Ｒ．ヘルマンス作 全姉／ミネルヴァ グレ474羽中優勝、同Ｎ13,885 

 羽中総合10位、アルジャントンＮ22,422羽中総合21位、同Ｎ4,123羽中総合36位、ブールジュＮ20,544 

羽中総合756位、ラ・スーテレーヌＮ17,017羽中総合765位他でキュールゲム・サントル若鳩Ｎエース

鳩第1位 09-230 ブールジュＮ37,357羽中総合52位 09-657 アルジャントン優勝、同Ｎ23,921羽中

総合105位 全姉妹カミカゼの直仔／ベルジアン・マスター委託エース鳩第1位 ブロア・マギー×ル

チアーナ 

 

 

【125】“トリプル・ファイアー・アイズ”ＮＬ21-1194774 Ｂ ♀ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作  

父)オリンピック・ファイアー・アイズ ＮＬ14-1059627 ＬＢＣ フェルケルク父子作翔    17 年ベルギー・ 

オリンピアード長距離代表第1 位 16 年同Ｎ47,539 羽中総合4 位、ポン・サン・マクサンス3,2967 羽

中第3 分速他 

祖父)ドナルド ＮＬ07-1817864 フェルケルク作 直仔／チャレンジャー他 マグナム×バブルス 

祖母)アイ・キャッチャー ＮＬ11-1741071 ＬＢＣ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 マンテス・ラ・ジョリー 

10,446 羽中総合優勝、同20,506 羽中最高分速  ツール11,759 羽中総合13 位、ペロンヌ5,481 羽中 

9 位、ナントイル6,905 羽中22 位 全姉／オリンピック・ソランジェ 09 年オリンピアード・オー 

ルラウンド部門代表第1 位08 年NPO、WHZB４部門Ｎエース鳩第1 位 アルジャントン6,595 羽中総

合優勝、ペロンヌ,543羽中総合2位、フーディニ他 直仔／オリンピック・ファイアー・アイズ 17

年ブリュッセル・オリンピアード長距離代表第1 位、デディケーション ナントイル31,438 羽中最高

分速優勝、ハイライト ルフェックNPO 746K3,780 羽中総合優勝 オリンピック・サヴァイバー×マ

ジック・アモーレ 

母)トリプル・ファースト ＮＬ17-1277484 Ｂ フェルケルク作翔 デュッフェル3,569 羽中優勝、キェブ 

ラン3,255 羽中優勝、同2,222 羽中優勝 

祖父)イカルス ＮＬ07-1817891 Ｂ フェルケルク作翔 アルジャントンNPO6,595 羽中総合3 位、ブロ

アN43,064 羽中総合37 位、モースクロン4,132 羽中4 位、同3,337 羽中7 位、ブールジュNPO8,548

羽中総合19 位 ブルドーザー×超銘鳩オリンピック・アンビリーバブル 

    祖母)ローラ・リリー ＮＬ13-1239488 Ｂ フェルケルク作翔 ブールジュNPO9,742 羽中総合優勝、ア

ルジャントン NPO6,926 羽中総合 12 位、モー17,204 羽中総合28 位他でWHZB 長距離Ｎエース鳩第

14 位 アトランティス×フェリン 

  

 

【126】“ゾーン・ニュー・オリンピック・ソランジェ”ＮＬ21-1194730 Ｂ ♂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作 

父)ＮＬ17-1277530 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 シャトロー3,769 羽中 10 位、同 NPO7,151 羽中総合

52位(別レース)、ペロンヌ2,946羽中9位、アルジャントンNPO8,702羽中36位他で18 年最高レーサー

の1羽 

祖父)インヴィクタス ＮＬ11-1740826 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 ブールジュ9,896 羽中総合18 

位、ペロンヌ19,287 羽中総合39 位、ルフェック3,875 羽中総合17 位、アルジャントン6,926 羽中総 

合44 位、ポメロイル3,105 羽中26 位他 イカルス×オリンピック・ストラディバリウス  

祖母)マジック・アモーレ ＮＬ06-4720774 ＬＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作 直仔／オリンピック・ソ 

 ランジェ、フーディニ、イタロ、リッツ、ミラクル他 マジックマン×アモレー  

母)ニュー・オリンピック・ソランジェ(オリンピック・エンチャンテッド)  ＮＬ16-1526026 Ｂ Ｇ.＆ 

Ｓ.フェルケルク作翔 メルン4,511 羽中2 位、シャトロー3,769 羽中同着2 位他で、19 年オリンピアー

ド成鳩代表第1 位 NPO 長距離Ｎエース鳩第1 位、PIPA 中長距離N エース鳩第1 位 

祖父)ＮＬ15-1706434 ＬＢＣ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作 ミラクル×リーケ  

 祖母)ファンタジー ＮＬ14-1059602    Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 シャトローＮ37,571 羽中総合3 位、 

  ヴィエルゾンNPO11,506 羽中総合6 位他で15 年長距離Ｎエース鳩第5 位    フリントストーン×レプ 

リカ(オリンピック・ソランジェの孫） 



    

    

【127】“スペシャル・ワンダー”ＮＬ21-1194704 Ｂ ♀ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作 

父)スペシャル・ワン ＮＬ14-1059482 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 モルリンコート3,770 羽中2 位、 

キェブラン3,637 羽中10 位、シャルレヴィル2,552 羽中12 位、ブールジュ13,431 羽中総合93 位他で、 

フォンドシュピーゲル紙長距離Ｎエース鳩第10 位  

祖父)キャプテン・フック ＮＬ10-1682215 ＬＢＣ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 センスNPO6,492 羽中 

総合5 位、ヴィエルゾンNPO10,571 羽中総合27 位、ニヴェユ6,366 羽中総合20 位、ツールNPO11,759

羽中総合71 位他    ロヌンベル（オリンピック・ロナウド×超銘鳩オリンピック・アンビリーバブル）

×バブルズ 

祖母)フェリン ＮＬ10-1682306 Ｂ 13 年オリンピアード第4 位 マンテス・ラ・ヴァレー10,446 羽 

中総合5位、同2,058羽中総合4位、ヴィエルゾン14,964羽中総合52位他 プリンス×エフォリア  

母)フライング・ワンダー ＮＬ17-1277355 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 セザンヌ NPO4,719 羽中総合

優勝他 1才鳩Ｎエース鳩第1位、オールラウンドＮエース鳩第1位 

祖父)ブラッドレー ＮＬ10-1682193 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 デュッフェル4,212羽中11位、スト 

ロームベーク5,108羽中22位、同4,854羽中47位、ヴィエルゾンNPO14,964羽中総合113位    異母 

兄弟／オリンピック・ヴァレリー ルフェックNPO3,506羽中総合優勝、、、、同NPO3,839羽中総合20位、 

ヴィエルゾンNPO4,425羽中総合16位、ナントィル17,186羽中総合49位、同6,905羽中総合25位他 

ブダペスト・オリンピアード長距離代表    ブルー・チャンプ×オプラー 

 祖母)ホット・ショット ＮＬ14-1059567 Ｂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 13,628羽中最高分速他 

 

 

【128】“ゾーン・キャプテン・フック”ＮＬ21-1194753 ＬＢＣ ♂ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作 

父)キャプテン・フック ＮＬ10-1682215 ＬＢＣ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 センス6,492羽中総合5位、 

ヴィエルゾン10,571羽中総合27位、ニヴェユ6,366羽中総合20位、ツール11,759羽中総合71位他 

祖父)ロヌンベル ＮＬ05-1394794 ＬＢＣ Ｇ.＆Ｓ.フェルケルク作翔 シャンティー6,762 羽中総合8 位、 

同390羽中3位、ハルキーズ5,948羽中総合20位、クライル45,639羽中総合261位、ペロンヌ6,990 

羽中43位 オリンピック・ロナウド×オリンピック・アンビリーバブル    

祖母)バブルズ ＮＬ02-1635264 Ｂ Ａ.スカーラーケンス作 直仔／ナダーラ 長距離Ｎエース鳩第3位、 

フェデラー ブロアＮ総合7位、ブルドーザー WHZB最優秀雄鳩第6、10位、シャイン、デフィニ 

ッション、ブリジット、オリヴィア(ツールNPO11,759羽中総合優勝) ウンデット・ニー×オルレア 

ンＮ総合8位の半姉妹 

母)オルケイ ＮＬ17-1277457 ＬＢＣ フェルケルク作翔 ラオン8,578羽中総合優勝、ポン・サン・マクサ 

ンス7,507羽中総合12位、ペロンヌ4,830羽中36位他  

祖父)オリンピック・ファイアー・アイズ ＮＬ14-1059627 ＬＢＣ フェルケルク父子作翔    17 年ブリュ

ッセル長距離オリンピアード代表第1位 16年同Ｎ47,539羽中総合4位、ポン・サン・マクサンス3,2967

羽中第3分速他 ドナルド×アイ・キャッチャー(マンテス・ラ・ジョリー10,446羽中総合優勝)   

祖母)オリンピック・ヴァレリー ＮＬ11-1740985 Ｂ フェルケルク作翔 ルフェック3,506羽中総合優勝、ブ 

ールジュ16,992羽中総合41位、ナントィル16,992羽中総合49位、同6,905羽中総合25位、ヴィエ 

ルゾン6,146羽中総合22位他でブダペスト・オリンピアード長距離代表 ブルー・チャンプ(00009年Ｎエ 

ース鳩オールラウンド第1位 同WHZB最優秀雄鳩第1位)×デイライト(ロナウド アブリスNPO7,514 

羽中総合優勝、エペルネイ3,042羽中優勝の父) 

 

 

【129】Ｂ21-6233217 ＢＬＫＣ ♀ ギー・ファンデールオウエラ作   

父)ミスター・シャトロー Ｂ17-2096773 レオン・ヤコブス作 Ｇ.ファンデールオウエラ使翔 シャトロー 

Ｎゾーン3,850 羽中優勝、同Ｎ12,149 羽中総合7 位、ポン・サン・マクサンス267Ｋ1,140 羽中5 位他 



入賞多数 

 祖父)ブラザー・リトル・クィーン Ｂ16-6075421 ディルク・ファンダィク作 姉／リトル・クィーン 優 

勝3回他で、Ｎエース鳩第3位 デン・ディレン×メレス 

 祖母)トップ・ブリーダー・211 Ｂ12-2008211 レオン・ヤコブス作 Ｎ13,965羽中総合6位の孫 

母)スペシャル・ブラック Ｂ18-6039642 Ｇ.ファンデールオウエラ作翔 イソウドゥンＮ522Ｋ11,480 羽 

中総合3 位、モンリュソン573Ｋ545 羽中優勝、ブールジュＮ14,104 羽中総合29 位、シャトローＮ10,393 

羽中総合26 位、シャトローＮⅡ6,314 羽中総合54 位で、KBDB 大中距離Ｎエース鳩第1 位 直仔／ノウ 

ィヨン優勝他 両親共ファンデールオウエラ×ゲーリンクス父子 

 祖父)ブラック・ホーク Ｂ15-6051416 Ｇ.ファンデールオウエラ作翔 ヴィエルゾンＩＰ8,105 羽中総合 

優勝 ラ・スーテレヌＮゾーン2,695 羽中24 位 上記ブラック・シュガー×フォヴォリー・ルク 

祖母)Ｂスペシャル Ｂ13-6220564 Ｇ.ファンデールオウエラ作翔 モンリュソンＮゾーン3,494 羽中優 

勝、ブールジュＮゾーン4,130 羽中8 位 マッチョ×グラディ 

 

 

【130】“ザス・オブセッション”Ｂ21-6133976 ＢＣ ♀ ギー・ファンデールオウエラ作 全兄弟／オブセッ

ション メルン330Ｋ436 羽中優勝、同3,464 羽中最高分速 同335 羽中優勝、同193 羽中優勝、ノヨン

225Ｋ1,659 羽中優勝、同456 羽中優勝 19-240 メルン733 羽中優勝他で若鳩中距離連盟エース鳩1 位 

父)ブラック・シュガー Ｂ11-6115169 ＤＣ スーパー種鳩 直仔孫／ブラック・ホーク ヴィエルゾンＩＰ 

8,105 羽中総合優勝、ファボリー・963 ノワイヨン1,659 羽中優勝他 スペシャル・ブラック・642 イソ 

ウドゥンＮ19,842 羽中総合3 位他で19 年KBDB 大中距離Ｎエース鳩第1 位、ホーク・417 ラ・スーテ 

レーヌＮ総合9 位、スーパー・ルーシー・043 リモージュＮ5,115 羽中総合10 位、アルジャントンＮ総 

合22 位、ミス・スーテレーヌ ラ・スーテレーヌＮ7,631 羽中総合16 位 ドゥア・スペシャル 連盟最 

高分速2 回他 

 祖父)ドミネーター Ｂ10-6220256 Ｂ Ｇ.ファンデールオウエラ作 両親Ｊ.ゴーファールト作 カース 

ブール近親 

 祖母)ブラック・ディアマンチェ Ｂ06-6052305 ファンホーヴェ＝アィターホーヴェン作 兄弟／ミスタ 

ー・マックス ヴィエルゾン1,647羽中優勝、ブールジュＮ21,940羽中総合53位 直仔／ゴールデン・ 

ホワイト 優勝3回 ブラック・ダイアモンド×ブールジュケ・バンガ 

母)シスター・クィーン・ジェームス Ｂ17-6024399 Ｂ.ゲーリンクス作 兄弟／クィーン・ジェームス 

 KBDBＮエース鳩5位、ブラザー・クィーン・ジェームス リモージュＮゾーン優勝、アルジャントンＰ優勝 

 祖父)ルク Ｂ09-6326192  ゲーリンクス作翔 アルジャントンＮ12,446 羽中総合優勝、モンリュソンＮ 

17,865 羽中総合69 位他 ブラウエン・アイゼレン×エーンウィットペン・ウィリーケ 

 祖母)ジャスト・ウェイト Ｂ11-6226277  ゲーリンクス作翔 アルジャントンＮ16,363 羽中総合優勝、 

  モンリュソンＰ2,545 羽中2 位、ブロアＰ1,108羽中4位 ラピドⅠ×クセナ 

 

 

【131】“ブロア・エンジェルズ”Ｂ21-6131488 Ｂ ♂ ギー・ファンデールオウエラ作 全姉／チャーリー

ズ・エンジェルズ 3 姉妹 ドリュー ブールジュＰ3,578 羽中優勝、キャメロン ブールジュＮ総合 10 位、

ルーシー  1058 羽中 6 位、ブールジュ 3,578 羽中 56 位＋ニュー・エンジェル 21-398 メルン 550 羽中優

勝、シャトロー545 羽中11 位、セルメーズ542 羽中5 位他  

父)ヤング・アントニオ Ｂ13-3080187 ルディ・デザール作 

 祖父)アントニオ Ｂ10-3020860 Ｒ.デザール作翔 スーヤックＮ7,765羽中総合優勝、リモージュＮ13,781 

羽中総合204 位、カオールＮ8,348 羽中総合142 位、シャトロー3,486 羽中41 位 兄弟／ニュー・ツ 

ールＮ10,251 羽中総合4 位 

 祖母)ブラック・ローラ Ｂ10-3155220 アブリス優勝、同10,424 羽中総合4 位、クレルモン18,112 羽中 

総合46 位 直仔／KBDBＮエース鳩第6 位 

母)ビューティ・クールズ Ｂ14-3154211 リック・クールス作 



 祖父)カカ Ｂ10-3020234 ガビー・ファンデンアベール作 ショーネ・ブリククセン×エマ 

 祖母)コースイェ Ｂ10-3020304 シャトローＰ優勝、アルＹジャントンＮ4,782羽中4位 

 

 

【132】“インテールト・Ｂ‐スペシャル”Ｂ21-6233202 Ｂ ♀ ギー・ファンデールオウエラ作  

父)デュア・スペシャル Ｂ18-6040334 Ｇ.ファンデールオウエラ作翔 18 年若鳩で、キェブラン563 羽中 

優勝、ノワイヨン252 羽中優勝、同1,189 羽中5 位後、即種鳩 直仔／20 年Ｎエース鳩若鳩14 位 兄 

弟／スペシャル・ブラック  

祖父)ブラック・ホーク Ｂ15-6051416 Ｇ.ファンデールオウエラ作翔 ヴィエルゾンＩＰ8,105 羽中総合 

優勝 ラ・スーテレヌＮゾーン2,695 羽中24 位 上記ブラック・シュガー×フォヴォリー・ルク 

祖母)Ｂスペシャル Ｂ13-6220564 Ｇ.ファンデールオウエラ作翔 モンリュソンＮゾーン3,494 羽中優 

勝、ブールジュＮゾーン4,130 羽中8 位 マッチョ×グラディ 

母)スペシャル・ブルー Ｂ17-6105087 Ｇ.ファンデールオウエラ作翔 メルン328Ｋ3,970 羽中優勝、同Ｐ 

16,671 羽中最高分速 シェブラン328 羽中優勝他  

祖父)ディープ・インパクト Ｂ11-6295933  Ｇ.ファンデールオウエラ作 Ｊ.ゴーファールトのスーパ 

ー・481・カースブール×シャトロー(カースブール)の娘 

祖母)Ｂスペシャル Ｂ13-6220564 Ｇ.ファンデールオウエラ作翔 モンリュソンＮゾーン3,494 羽中優 

勝、ブールジュＮゾーン4,130 羽中8 位 マッチョ×グラディ 

 

 

【133】“ドホテル・ゲルミニ”ＮＬ21-1032764 Ｂ ♀ Ｒ.Ａ.バッカー父子作 

父)ゲルミニ ＮＬ15-1522947 ＤＣ Ｒ.Ａ.バッカー父子作翔 ブロアNPO2,310 羽中総合優勝、同北部同 

盟5,967 羽中総合7 位 ブールジュNPOⅠ4,118 羽中総合6 位、ブールジュNPOⅡ4,814 羽中総合2 位、 

同北部同盟14,226 羽中総合3 位 直仔／8,605 羽中6 位、8,755 羽中8、25 位 兄弟／ゲネ NPO シン 

グル5 回入賞  

祖父)ＮＬ13-1040688 Ｒ.Ａ.バッカー父子作 ヴァリタス(NPO ブロア北部同盟9,586 羽中総合優勝他 

 NPO シングル4 回入賞)の孫 

祖母)ＮＬ11-1526078 Ｒ.Ａ.バッカー父子作 兄弟／ロード・バリナ ミーンドロ×コープマン 

母)ＮＬ20-1080983 Ｂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 

祖父)パコ ＮＬ16-4783976 Ｂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作翔 シャトローNPO3,647羽中総合2位 兄弟／ 

マヌー シャトローNPO3,647羽中総合優勝、ブールジュNPO5,877羽中総合優勝、センス1,069羽中優 

勝 アマディ 18年WHZB/TBOTB当日長距離Ｎエース鳩第4位 センスNPO4,410羽中総合2位 

  スーパー・クラック・リック×ゴウドバンド  

祖母)マラ ＮＬ14-4750791 Ｂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 ダヴィッズ・サン ×デルヴァ・229 

 

 

【134】“ゾーン・ゲネ”ＮＬ21-1032799 ＢＣ ♂ Ｒ.Ａ.バッカー父子作 

父)ゲネ ＮＬ15-1576743 Ｒ.Ａ.バッカー父子作翔 ヴィエルソンNU11,193 羽中総合3 位、同Ｎ26,141 

羽中総合36 位、ギエンNPO4,607 羽中総合3 位、シャトードゥンNPO1,974 羽中総合6 位、ブールジュ 

NPO2,923羽中総合6位、同NU5,967羽中総合40位他オリンピアード6位 兄弟／ゲルミニ ブロアNPO 

2,310 羽中総合優勝、同北部同盟5,967 羽中総合7 位 ブールジュNPOⅠ4,118 羽中総合6 位、ブールジ 

ュNPOⅡ4,814 羽中総合2 位 同北部同盟14,226 羽中総合3 位 直仔／8,605 羽中6 位、8,755 羽中8、 

25 位 

 祖父)ＮＬ13-1040688 Ｒ.Ａ.バッカー父子作 ヴァリタス(NPO ブロア北部同盟9,586 羽中総合優勝他 

NPO シングル4 回入賞)の孫 

 祖母)ＮＬ11-1526078 Ｒ.Ａ.バッカー父子作 兄弟／ロード・バリナ ミーンドロ×コープマン 

母)ＮＬ18-1725095 Ｒ.Ａ.バッカー父子作 



祖父)ヴァリタス ＮＬ08-1304438 Ｓ Ｒ.Ａ.バッカー父子作翔 NPOブロア北部同盟9,586羽中総合優 

勝他、ブールジュNPO7,356 羽中総合2 位、サルブリNPO10,430 羽中総合7 位、ツールNPO5,812 羽 

中総合10 位、サンカンタン295 羽中優勝  孫／NPO 総合優勝、総合シングル入賞鳩多数 

祖母)ＮＬ11-1526078 Ｒ.Ａ.バッカー父子作 兄弟／ロード・バリナ 南アフリカ・ミリオンダラー委託上 

位32 位以内に 7 回入賞（ホット・スポット 3 回入賞） 直仔／ゲルミニ ブロアNPO2,310 羽中総合優勝、 

同北部同盟5,967 羽中総合7 位 ブールジュNPOⅠ4,118 羽中総合6 位 ミーンドロ×ダキーラ    

 

 

【135】“ゾーン・アルテゥス”ＮＬ21-1032835 Ｂ ♂ Ｒ.Ａ.バッカー父子作 

父)アルトゥス ＮＬ17-1101069 Ｒ.Ａ.バッカー父子作翔 イソウドゥン NPO620K4,296 羽中総合優勝、

同Ｎ14,084 羽中総合優勝、シャトローNPO3,243 羽中総合9 位他 

 祖父)アルスロ ＮＬ13-1654999 バッカー＝コープマン共作 ヴァリタス×レディ・プロミス 

 祖父)811 ＮＬ13-1654811 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作 ダヴィッズ・サン×デイ・ドリーム   

母)ＮＬ20-1080983 Ｂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 

祖父)パコ ＮＬ16-4783976 Ｂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作翔 シャトローNPO3,647羽中総合2位 兄弟／ 

マヌー シャトローNPO3,647羽中総合優勝、ブールジュNPO5,877羽中総合優勝、センス1,069羽中優 

勝 アマディ 18年WHZB/TBOTB当日長距離Ｎエース鳩第4位 センスNPO4,410羽中総合2位 

  スーパー・クラック・リック×ゴウドバンド  

祖母)マラ ＮＬ14-4750791 Ｂ Ｃ.＆Ｇ.コープマン作 ダヴィッズ・サン ×デルヴァ・229 

 

 

【136】ＮＬ21-1032804 ♂ Ｒ.Ａ.バッカー父子作 

父)ジェルソン ＮＬ09-1674546  Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作 直仔／イヴェッテ ブロアNPO 総合2 位、 

シャトローNPO 総合2 位、、ブールジュNPO 総合2 位 087 シャトロー8,623 羽中総合4 位 459 Ｎ 

14,084 羽中総合13 位 メアンドロ 多くのトップ・レーアーの父であり祖父 

祖父)マイゴム ＮＬ07-1207575 ＢＣ 直仔／10-666 ブロイルNPO10,037羽中総合13位、エルマー 

フェーンズ・ホープ(03年オリンピアード第1位)×ゲラーズ・ファボリー(マジック・マンの妹) 

祖母)ヘバーレヒト・941 Ｂ05-4391941 ＢＣ Ｃ.ヘバーレヒト作 パンチョ＝イェレの娘 

母)811 ＮＬ13-1654811 ＢＣ Ｃ.＆Ｇ.コープマン父子作 

  祖父)ダヴィッズ・サン ＮＬ07-1207620 Ｂ 兄弟の直仔／NPO3,969羽中総合優勝、アブリスNPO6,644 

  羽中総合優勝 ジルムール×ショウピース 

祖母)デイ・ドリーム ＮＬ07-5724626 ＢＣ アブリスNPO582Ｋ8,519 羽中総合優勝 シャンティー 

NPO12,742羽中総合70位他 カシアス×ミス・ムックフック ゴールデン・レディの超近親 

 

 

【137】“オリンピアード・キテル” Ｂ21-4209563 Ｂ ♂ ドリデール＝ファンデンブランデ作 異母兄弟／

6,810 羽中総合優勝、6,602 羽中総合優勝、6,948 羽中総合2 位 

父)ドンケレ・オリンピアード ＮＬ18-1799880 ＢＣ レオ・ヘレマンス作 ファリド・ラヒブ使翔、優勝 

7 回内557 羽中優勝、378 羽中優勝、175 羽中優勝、127 羽中優勝他で 18 年1 才鳩長距離Ｎエース鳩3 

位 兄弟／1.032 羽中優勝 

 祖父)ダブル・003 Ｂ16-6092455 ＢＣ 両親共レオ・ヘレマンス作翔 両親オリンピアードの直仔 

 祖母)カノン・954 ＮＬ16-3637954 ＢＣ ダニー・ファンダィク作 5,709 羽中総合優勝、2,0080 羽中優 

勝、9,329 羽中総合9 位 ブラザー・カノン×Ｍ.ヴォウタースのヴィッテ・レーウの娘 

母)インブレッド・キテル・277 Ｂ17-4231277 ＢＷ ファンデンバルク作 種鳩 

 祖父)キテル Ｂ13-6139803 ＢＷ 両親共ファンデンバルク作翔 自身キェブラン 2,089 羽中優勝、同 

  1,792 羽中優勝、同2,023 羽中優勝、同2,443 羽中3 位で、KBDB 短距離Ｎエース鳩1 位 



 祖母)Ｂ16-4230005 Ｓ 両親共ファンデンバルク作 グーデ・ローデ×ビューティ・クライネ・ローデ 

 

 

【138】“ベスト・フランダース・670”Ｂ21-4209670 Ｂ ♀ ドリデール＝ファンデンブランデ作 

父)ポリドール・ミーリー・992 Ｂ18-4224069 Ｓ ドリデール＝ファンデンブランデ作翔 5,578 羽中同着2 

位、3,794 羽中同着2 位、1,881 羽中2 位、1,140 羽中2 位他上位入賞多数で、KBDBＮエース鳩第8 位 

 祖父)992-40000 GSON Ｂ17-4231186 Ｓ 両親共ファンデンバルク作翔 

 祖母)Ｂ14-4256060 Ｂ レオ・ヘレマンス作翔 若鳩で優勝 ギルバート12-751の孫 

母)キテル・ロシータ・128 Ｂ19-4231128 ＢＷ ドリデール＝ファンデンブランデ作 世界一ペア直仔 

 祖父)キテル Ｂ13-6139803 ＢＷ 両親共ファンデンバルク作翔 自身キェブラン 2,089 羽中優勝、同 

  1,792 羽中優勝、同2,023 羽中優勝、同2,443 羽中3 位で、KBDB 短距離Ｎエース鳩1 位 

祖母) オリンピック・ロシータ Ｂ12-6254038 ＢＷ ファンデンバルク作翔 ノワイヨン 1,763 羽中優勝、同 

1,248 羽中優勝、同555 羽中優勝で、オリンピアード 1 位、スーパーバードＮエース鳩1 位、KBDBＮエー 

ス鳩4 位 Ｓ.ランブレヒツ×ファンデンバルク 

 

 

【139】“スーパー・エース・ミックス・647” Ｂ21-4209647 Ｂ ♂ ドリデール＝ファンデンブランデ作  

父)サーティ・ロシート Ｂ18-4224186 Ｂ ドリデール＝ファンデンブランデ作翔 594羽中2位、618羽中3 

位、1,501羽中4位、1,392羽中7位、1,156羽中8位、1,077羽中9位他上位入賞多数 兄弟／ペンシ 

ル・ボルト 1,009 羽中優勝、1,861羽中7位、2,126羽中3位等  々

 祖父)ブラザー・030 Ｂ17-6092430 Ｂ レオ・ヘレマンス作 兄弟／030 KBDB16 年Ｎエース鳩8 位 

 祖母)シスター・ロシータ Ｂ15-4100442 ＢＷ 両親ファンデンバルク作翔 オリンピック・ペアの娘 ノワイ 

ヨン 1,763 羽中優勝、同1,248 羽中優勝 

母)ブルー・ボルト・992Ⅰ Ｂ18-4114111 Ｂ ドリデール＝ファンデンブランデ作翔 ノワイヨン 3,668 羽中

優勝、 

同1,626羽中優勝、同1,019羽中4位、同2,097羽中6位等々 兄弟／ノワイヨン6,239羽中優勝、同2,722 

羽中優勝、同1,392 羽中優勝他 

 祖父)ブラウエ・ベーア・389 Ｂ15-4264389 Ｂ 両親共ファンデンバルク作 グーデ・ローデの兄弟×ゴー 

ルデン・レオ・40000  

 祖母)カプリ・ボルト Ｂ16-4230158 Ｂ 両親共レオ・ヘレマンス作翔 17 年のみレースし、2,053 羽中優 

勝、372 羽中優勝、328 羽中優勝、294 羽中優勝、262 羽中優勝、240 羽中優勝他2 位2 回 ボルト×ジ 

ャック・ポットの娘 

 

 

【140】“ザ・サーティ・ボルト” Ｂ21-4209584 Ｂ ♂ ドリデール＝ファンデンブランデ作 異母兄弟／サ

ーティ・ロシート  594 羽中2 位、618 羽中3 位、1,501 羽中4 位、1,392 羽中7 位、1,156 羽中8 位、1,077 羽

中9 位他上位入賞多数 ペンシル・ボルト 1,009 羽中優勝、1,861 羽中7 位、2,126 羽中3 位 

父)ブラザー・030 Ｂ17-6092430 Ｂ レオ・ヘレマンス作 兄弟／030 KBDB16 年Ｎエース鳩8 位 

祖父)Ｂ13-6310311 Ｂ 両親共レオ・ヘレマンス作  ギルバート×ゴールデン・レディⅡ 

 祖母)Ｂ11-6341888 ＢＣ 両親共レオ・ヘレマンス作 ヤン×ユーロの娘 

母)Ｂ17-6248443 Ｂ レオ・ヘレマンス作  

 祖父)ビューティ・ボルト Ｂ14-6305755 Ｂ 両親共レオ・ヘレマンス作 1,159 羽中優勝、1,670 羽中2 位 

他 直仔／1,159 羽中優勝、1,267 羽中2 位 ブラザー・ボルト×シスター・ボルト(KBDBＮエース鳩1 

位のボルトの弟妹) 

 祖母)エディの同腹 Ｂ16-6092439 Ｂ 両親共レオ・ヘレマンス作 同腹エディ／ブールジュ 28,000 羽中 

総合33 位、キェブラン 2,000 羽以上で 14 位他でＰエース鳩2 位 ヤネス(Ｎ16,982羽中総合優勝、同 



28,034羽中最高分速)×エリーン(地区エース鳩) 

 

 

【141】“ゴールデン・ジュニア・707” ＮＬ21-1302707 ＢＣ ♂ ヤン・ホーイマンス作  

父)ハリー・ジュニア ＮＬ16-1663140  Ｂ Ｊ.ホーイマンス作 直仔／アッセ8,257 羽中総合優勝、ブー 

ルジュＮ16,658 羽中総合4 位 ニールグニースＰ6,938 羽中総合4 位 

祖父)超銘鳩ハリー ＮＬ07-2007621 ブロアＮ546Ｋ5,653 羽中総合優勝、同37,728 羽中最高分速 シ 

ャトローＮ611Ｋ5,979 羽中総合優勝、同22,340 羽中最高分速 シャトードゥン500ＫNU21,520 羽 

中総合3 位、モルリンコートＰ20,920 羽中総合19 位、シャトローNPO5,496 羽中総合21 位 WHZB 

長距離Ｎエース鳩第1 位、TBOTB 同エース鳩第1 位 兄弟／シャトローNPO5,620 羽中総合優勝、 

10位、同NPO4,260羽中総合5位、同NPO4,604羽中総合4位、同NPO5,979羽中総合10位、サ 

ルブリNPO7,599羽中総合2位、ブロアＮ4,829羽中総合2位、同Ｎ5,653羽中総合3位、ブールジ 

ュNPO7,299羽中総合6位 ヨンゲ・ブリクセン×ディルクイェ 

 祖母)ステレイエ ＮＬ10-1881869 Ｃ.ファンデヴェーテリング作 直仔／アッセ・ゼリンク1,897羽中優勝、 

  ニールグニース455羽中優勝    両親バース作 フローム150×リヒテ・スーパーチェ 

  ニールグニース455羽中優勝    両親バース作 フローム150×リヒテ・スーパーチェ 

母)ブレンダ ＮＬ19-1022194 Ｊ.ホーイマンス作 チーム・ホーイマンス・ベルギー使翔 アルジャント 

ンＮ１才鳩26,085 羽中総合優勝、同42,847 羽中最高分速 

祖父)ド・400 ＮＬ13-3343400 Ｈ.ケネス作翔 セザンヌ6,572羽中総合優勝、同2,397羽中2位、ギエン 

510羽中優勝、センス2,290羽中2位他でNPO中距離Ｎエース鳩第1位 トゥイーチェ×スーパー・ 

110の娘 

祖母)ドーター・ハリー ＮＬ14-1208806 ＢＣ Ｊ.ホーイマンス作 超銘鳩ハリー×ビューティ・ダヴィ 

ンチ 

 

 

【142】“ブルー・ハリー・ジェーン・ゴールド” ＮＬ21-1302854 Ｂ ♂ ヤン・ホーイマンス作  

父)ブルー・ニュー・ハリー ＮＬ17-1411147 Ｂ ヤン・ホーイマンス作翔 メルンNPO7,140羽中総合2 

位、ブールジュNPO5,266羽中総合4位 直仔／Ｐエース鳩2、8位、Ｎエース鳩22位 

祖父)ニュー・ハリー ＮＬ14-1219811 ＢＣ ヤン・ホーイマンス作  PIPAランク若鳩Ｎエース鳩第1位 

 ニールグニース14,737羽中総合優勝、ポン・サン・マクサンス12,894羽中総合優勝、メルン1,046羽 

中優勝他 トロイ6,390羽中総合9位 兄弟／キェブラン11,337羽中総合優勝、同3,513羽中優勝、セザ 

ンヌ740羽中優勝他 ビューティ・ハリー×ステレイエ  

祖母)シスター・ハリー ＮＬ13-1395512 ＢＣW 直仔／ニールグニース4,187 羽中総合優勝、アッセ563 

羽中優勝、デュッフェル402 羽中優勝、モルリンコート145 羽中優勝 兄弟／ハリー  ブロアＮ546 

Ｋ5,653 羽中総合優勝、同37,728 羽中最高分速 シャトローＮ611Ｋ5,979 羽中総合優勝、同22,340 

羽中最高分速 シャトードゥン500ＫNU21,520 羽中総合3 位 Ｎエース鳩第1 位 ヨンゲ・ブリクセ 

ン×ディルクイェ 

母)ジェーン ＮＬ18-5002214 スレート Ｊ.ホーイマンス作 Ｃ.ファンドヴェータリング使翔 ナント 

ィルＮ14,422 羽中総合優勝、ロワイエNPO5,996 羽中総合8 位他 

 祖父)ソン・ニュー・ハリー ＮＬ17-1409749 Ｂ にゅー・ハリー×シスター・ハリー・565 

 祖母)スター・ブラーヴェ ＮＬ15-1850808 Ｃ.ファンデヴェーテリング作 直仔／ナントィル14,422 羽 

中総合優勝、ロワイエNPO5,996 羽中総合8 位他 異父兄弟／ニュー・ハリー、ハリー・ジュニア他 

  ブルー・ブラーヴェ×スターアイ  

 

 

【143】“ゴールド・シルヴィウ・2.0” ＮＬ21-1302925 ＢＣ ♂  ヤン・ホーイマンス作 

父)シルヴィウ ＮＬ19-1022619 ＢＣ Ｊ.ホーイマンス作翔 シャトードゥンNPO15,359 羽中総合優勝、 



シャトローＮ8,075 羽中総合5 位、ヴィエルゾンNPO2,363 羽中総合6 位、同NPO4,388 羽中総合20 位 

他で、21 年NPO 長距離Ｎエース鳩第12 位  

 祖父)ソン・ハリー ＮＬ15-1849890 Ｔ.Ｊ.エルズィンガ＝ホーイマンス共作 兄弟の直仔／18 年セン 

スＮ総合優勝 超銘鳩ハリー×エスメー(優勝3回) 

 祖母)グロリア・アレクシア ＮＬ17-1410090 Ｂ.ファンデンベルヘ＝Ｊ.ホーイマンス共作 

母)ブリリアント・ニュー・ハリー ＮＬ19-1022621 ＢＣ  

 祖父)ニュー・ハリー ＮＬ14-1219811 ＢＣ ヤン・ホーイマンス作  PIPAランク若鳩Ｎエース鳩第1 

位 ニールグニース14,737羽中総合優勝、ポン・サン・マクサンス12,894羽中総合優勝、メルン1,046 

羽中優勝他 トロイ6,390羽中総合9位 兄弟／キェブラン11,337羽中総合優勝、同3,513羽中優勝、 

セザンヌ740羽中優勝他    ビューティ・ハリー×ステレイエ    

祖母)アレクシア ＮＬ10-1864544 ＢＣ Ｊ.ホーイマンス作翔 DNA鑑定付 シャトローNPO5,620羽 

中総合優勝、サルブリNPO7,599羽中総合40位 兄弟／超銘鳩ハリー、ケース 

 

 

【144】“ゴールド・ペーター・ハリー” ＮＬ21-1302622 Ｂ ♂ ヤン・ホーイマンス作  

父)ペーター ＮＬ16-1663129 Ｊ.ホーイマンス作 チーム・ホーイマンス・オランダ使翔 ナントイル 

3,607 羽中優勝、オルレアン417 羽中優勝、イソウドゥンNPO6,604 羽中総合3 位、同Ｎ14,086 羽中総 

合44 位他入賞多数で、PIPA ランク中距離Ｎエース鳩10 位、同成鳩27 位、NPO 長距離11 位、 

祖父)ソン・800 ＮＬ11-1912548 Ｂ ド・800(スヘーレ兄弟作翔 オルレアンＰ4,927羽中総合優勝)× 

カンニバールの孫 直仔／ナントィル3,607羽中優勝、オルレアン1,255羽中2位他 

 祖母)ＮＬ10-1864745 Ｂ Ｊ.ホーイマンス作 全兄弟／超銘鳩ハリー ブロアＮ546Ｋ5,653羽中総合 

優勝、同37,728羽中最高分速 シャトローＮ611Ｋ5,979羽中総合優勝、同22,340羽中最高分速 シ 

ャトードゥン500ＫNU21,520羽中総合3位他 ヨンゲ・ブリクセン×ディルクイェ  

母)ドーター・ニュー・ハリー ＮＬ18-5002811 Ｂ Ｊ.ホーイマンス作 直仔／ネーリッター7,081 羽中 

 総合優勝、ポン・サン・マクサンス233 羽中優勝、アッセ7,543 羽中総合9 位、シャトｰﾄﾞゥンN10,317 

 羽中総合11 位 全兄弟／カレンタンN 総合優勝(英国)、イソウドゥンN ゾーン4、6 位他 

 祖父)ニュー・ハリー ＮＬ14-1219811 ＢＣ ヤン・ホーイマンス作  PIPAランク若鳩Ｎエース鳩第1 

位 ニールグニース14,737羽中総合優勝、ポン・サン・マクサンス12,894羽中総合優勝、メルン1,046 

羽中優勝他 トロイ6,390羽中総合9位 兄弟／キェブラン11,337羽中総合優勝、同3,513羽中優勝、 

セザンヌ740羽中優勝他    ビューティ・ハリー×ステレイエ    

祖母)ＮＬ13-1394922 ＢＣ ヤン・ホーイマンス作  超銘鳩ハリー×アレクシア 

 

 

【145】“ザス・ムスタング・クイーン”Ｂ21-6138611 ＢＷ ♀ ホック・ジョス・フェルカメン作 兄弟／ムス

タング・クィーン ブールジュＰ479Ｋ9,041 羽中最高分速優勝、同Ｎ34,311 羽中総合60 位 シャトロー

Ｎ7,099 羽中総合6 位 同Ｐ2,780 羽中最高分速、シェブラン354Ｋ869 羽中優勝、メルン2,897 羽中9 位

他 

父)ダイアモンド・エレクトロ Ｂ16-6032331 ＢＣ Ｈ.Ｊ.フェルカメン作  

祖父)エレクトロ Ｂ08-6174630 ＢＣ Ｈ.Ｊ.フェルカメン作 孫／シャトローＮ33,018 羽中最高分速 

総合優勝、他17 年ブリュッセル・オリンピアード長距離代表候補 直仔／ブロア462ＫＩＰ1,519 羽 

中優勝、モンリュソンＮ17,865 羽中総合9 位、、、、エクストリーム×293    

 祖母)ドリー Ｂ4-6175134 ＢＣ 両親共Ｈ.Ｊ.フェルカメン作翔 ラ・スーテレーヌＮ593Ｋ総合10位、 

ブールジュＮ479Ｋ19,736 羽中総合73 位、同Ｎゾーン2,197 羽中20 位(別レース)、シャトローＮゾ 

ーン7,877 羽中41 位 マンボ×ビューティ  

母)ムスタング・プリンセス Ｂ17-6026617 Ｂ Ｈ.Ｊ.フェルカメン作 

 祖父)ムスタング Ｂ14-6175237 フェルカメン作翔 シャトローＮシャトローＮシャトローＮシャトローＮ526526526526ＫＫＫＫ22,81822,81822,81822,818羽中総合優勝羽中総合優勝羽中総合優勝羽中総合優勝 

 祖母)マイ・ガール Ｂ14-6176883 Ｂ スタッフ・マルテンス作翔 ブールジュＮ19,736羽中総合14位、 



シャトローＰ2,644羽中総合4位、スープ362Ｋ1,706羽中4位  

 

 

【146】Ｂ21-6138534 ＢＣ ♀ ホック・ジョス・フェルカメン作  

父)オリンピック・エレクトロ ＰＬ0264-13-400 ＢＣ フェルカメン＝トゥルザスカ共作 トゥルザスカ使翔  

 145Ｋ6,305羽中優勝、320Ｋ3,601 羽中優勝、同2,078羽中優勝、同1,892羽中優勝、同1,623羽中優勝、 

 同5,117羽中2位、556Ｋ5,184羽中7位他でブリュッセル・オリンピアード第1位、中距離Ｎエース鳩 

 第1位 直仔／ペオニー メルン1,670羽中優勝、アルジャントンＮ555Ｋ16,762羽中総合75位、イソウ 

ドゥンＮ504Ｋ11,465羽中総合29位 

 祖父)ゴールド・メダル ＰＬ0264-06-9085 Ｂ トゥルザスカ作翔 11 年中距離Ｎエース鳩第1 位、ブ 

ダペスト・プレ・オリンピアード第1 位 364Ｋ2,359 羽中優勝他 フレデリック×クレメント 

 祖母)スィーティ Ｂ12-6196536 ＢＣ フェルカメン作 エレクトロ×グローリア 

母)シャキ Ｂ17-6025048 Ｂ Ｈ.Ｊ.フェルカメン作翔 アルジャントンＮ555Ｋ3,319 羽中13 位、同Ｎゾ 

ーン4,350 羽中26 位、シャトロー526Ｋ4,641 羽中27 位、ノワイヨン208Ｋ669 羽中2 位他で18～19 

年４アルジャントンＮレース最優秀鳩第1 位他 

 祖父)ロキ Ｂ12-6196286 Ｂ Ｈ.Ｊ.フェルカメン作翔 チュールＮ657Ｋ6,972羽中総合19位 直仔／ 

ヒュルク ポアチエ617Ｋ394羽中優勝、プロヴィンシ リモージュ675Ｋ634羽中2位 ミロス×マニラ  

祖母)シャキーラ Ｂ10-6052293 ＢＷ Ｈ.Ｊ.フェルカメン作翔 ブールジュ479Ｋ538羽中優勝、モン 

リュソン555Ｋ289羽中優勝 エレクトロ×グローリア 

 

 

【147】Ｂ21-6138390 ＢＣ ♂ ホック・ジョス・フェルカメン作 異母兄弟／ラ・ドンナ リモージュ

Ｎ672Ｋ15,979 羽中総合3 位、メルン310Ｋ2,759 羽中優勝、同4,423 羽中10 位、同762 羽中7 位、シャ

トローＮ526Ｋ3,618 羽中10 位、イソウドゥンＮ504Ｋ3,127 羽中17 位、同Ｐ2,147 羽中17 位(別レース)、

シェブラン354Ｋ848羽中4位他で21年オリンピアード・オールラウンド鳩 20年ベルギー最優秀オールラ

ウンド鳩 異父兄弟／リカ セルメーズ362Ｋ2,274羽中優勝、同1,052羽中優勝、シャトローＮ24,517羽中総

合81位他 

父)ボレロ Ｂ15-6026441 ＤＣ Ｈ.Ｊ.フェルカメン作 

 祖父)ダッジ Ｂ14-6175321 ＤＣ 両親共Ｈ.Ｊ.フェルカメン作翔 トリスト×レトラ 

 祖母)ラ・ストラダ Ｂ11-6282176 ＢＷ Ｈ.Ｊ.フェルカメン作翔 ヴィエルゾンＳＮ3,585 羽中総合2 

位、グレＮ590Ｋ2,656 羽中5 位、ドールダン366Ｋ214 羽中優勝他 サミール×タマラ 

母)イサ・エレクトラ Ｂ17-6256107 Ｂ Ｈ.Ｊ.フェルカメン作 

祖父)エレクトロ Ｂ08-6174630 ＢＣ Ｈ.Ｊ.フェルカメン作 孫／17 年ブリュッセル・オリンピアー 

ド長距離代表 直仔／ブロア462ＫＩＰ1,519 羽中優勝、モンリュソンＮ17,865 羽中総合9 位、、、、エク 

ストリーム×Ｂ05-6116293    

 祖母)イザベル Ｂ10-6346646 Ｂ マンボー×ムラン 

 

 

【148】“ゾーン・アイアン・マン”Ｂ21-6138583 Ｂ ♂ ホック・ジョス・フェルカメン作 兄弟／21-008 セ

ルメーズ362Ｋ1,684 羽中5 位、同1,819 羽中9 位 21-110 ナントィル259Ｋ1,540 羽中8 位 半兄弟／

18-146 ブールジュＮ479Ｋ10,401 羽中総合51 位他 20-100 ファイ＝オー＝ロジュ402Ｋ601 羽中優勝 

父)アイアンマン Ｂ17-6025089 ＢＣ ホック・ジョス・フェルカメン作翔 メルン310Ｋ10,781 羽中最高 

分速優勝、シェブラン354Ｋ907 羽中最高分速優勝、同654 羽中優勝、同974 羽中同着2 位、メルン616 

羽中優勝、ノワイヨン208Ｋ669 羽中優勝 

祖父)ブルース・リー ＮＬ16-1526371 ＢＣ フェルケルク作 アンディ・マレー×ユートピア 

祖母)ムラン Ｂ09-6248277 Ｂ ホック・ジョス・フェルカメン作 ボロ×ポリーナ 



母)ハイナン・85 Ｂ17-6025485 ＤＣＷ ホック・ジョス・フェルカメン作 直仔／18-316 ノワイヨン208 

Ｋ726 羽中優勝 同11,297 羽中第4 分速 マネー・メーカー シャトローＮ5,140 羽中総合77 位、イ 

ソウドゥンＮゾーン504Ｋ6,271 羽中47 位、メルン1,433 羽中2 位、同2,132 羽中3 位他 

 祖父)ヤング・ムスタング Ｂ15-6026285 ＤＣ Ｈ.Ｊ.フェルカメン作 直仔／シャトローＮ4,641 羽中 

総合2 位 ムスタング×ミス・ユニバース 

 祖母)ヌアン Ｂ15-6026396 ＤＣ Ｈ.Ｊ.フェルカメン作 直娘／ローズ イソウドゥンＰ504Ｋ2,147 

羽中総合優勝、同3,547羽中最高分速 シャトローＮ526Ｋ17,281羽中総合3位 ムスタング×フィナ 

 

 

【149】ＮＬ21-1261840 ＢＣ ♀ コール・デハイデ作 

父)ゾーン・ブルー・ドリームＮＬ17-3731113 Ｂ Ｃ．デハイデ作 

 祖父)ゾーン・ナオミ ＮＬ15-3516029 ＤＣ Ｃ．デハイデ作 種鳩 直仔／アジャンN総合26位 

  ヨンゲ・センナ×ナオミ(バルセロナN総合6位) 

祖母)ブルー・ドリーム ＮＬ12-3220448 Ｂ Ｃ．デハイデ作翔 15年バルセロナＩＮ19,089羽中総合4位 

ヨンゲ・ドン・ミッシェル(ペルピニャンＮ総合17位他)×ＮＬ09-395914(ベルジェラック4,096羽中総 

合13位)  

母)ブリリアンチェＮＬ18-3830193 ＢＣ Ｃ.デハイデ作翔 アジャン14位、ナルボンヌＮ6,725羽中総合

22位、同ＩＮ12,848羽中総合112位、21年バルセロナＮ4,920羽中総合2位、同ＩＮ16,595羽中総合34

位  

  祖父)ゾーン・マリアンヌ ＮＬ16-1609698 ＢＣ Ｃ．デハイデ作 ブルー・ドリーム×マリアンヌ(サン 

バンサンＮ9,745羽中総合優勝) 

  祖母)ＮＬ10-3054672 Ｂ Ｃ．デハイデ作 兄弟／695 ボルドーＮ総合総合25位 ドン・ミッシェル× 

ペルピニャン・ドィビン 

 

 

【150】ＮＬ21-1261813 ＢＣ ♂ コール・デハイデ作  

父)ゾーン・ドン・ミッシェル ＮＬ14-3423500 ＤＣ Ｃ.デハイデ作 

祖父)ドン・ミッシェル ＮＬ96-9659671 ＢＣ ペルピニャンＮペルピニャンＮペルピニャンＮペルピニャンＮ3333回入賞内回入賞内回入賞内回入賞内5,4795,4795,4795,479羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合17171717位、同Ｎ位、同Ｎ位、同Ｎ位、同Ｎ7,1957,1957,1957,195    

羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合21212121位他、同ＩＮ位他、同ＩＮ位他、同ＩＮ位他、同ＩＮ18,42618,42618,42618,426羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合41414141位位位位、同ＩＮ16,025羽中総合60位他、ダックスＮ3回入 

賞内3,755羽中総合39位、同Ｎ5,617羽中総合58位他 ダックス、マルセイユ各ダックス、マルセイユ各ダックス、マルセイユ各ダックス、マルセイユ各3333年エース鳩第年エース鳩第年エース鳩第年エース鳩第1111位位位位 

 祖母)ＮＬ10-3021354 ＤＣ Ｃ.デハイデ作 ブーメラン×モーイ・ズワルトの娘 

母)スマーラグド・018 ＮＬ15-3516018 Ｂ Ｃ．デハイデ作翔 ペリギューN’(S1)4,921 羽中総合 10 位、全

13,348羽中総合17位(分速851メートル)、バルセロナＩＮ15,981羽中総合22位他 異母姉／ブルー・ド

リーム15年バルセロナＮ5,183羽中総合2位、同ＩＮ19,089羽中総合4位、マルセイユＮ4,899羽中総合

155位 

祖父)ヨンゲ・ドン・ミッシェル ＮＬ08-3818593 ＢＣ Ｃ．デハイデ作翔 バルセロナＮ7,046羽中総合94 

位、同Ｎ6,392羽中総合100位、ペルピニャン381羽中優勝、同Ｎ4,978羽中総合17位他ベルジェラ 

ック入賞 バルセロナZLU3 年間のN エース鳩第1 位 ドン・ミッシェル×ＮＬ07-1838400    

  祖母ＮＬ08-3818699 ＢＣ  Ｃ．デハイデ作 種鳩 姉妹／500 ペルピニャンＮ総合17、59位 孫／ 

ボルドーＮ総合優勝 カオール4,939羽中総合優勝、ナルボンヌＮ総合6位 コック(デヴィールト・コ 

ール・デハイデ系)×ペルピニャンの娘 

 

 

【151】“ドホテル・オリンピアード”ＮＬ21-1261824 ＤＣ ♀ コール・デハイデ作 ※超銘鳩オリンピアードの

貴重な直仔 

父)超銘鳩オリンピアード Ｎｌ14-3430963 ＢＣ リーン・ファンベールス作翔 ペリギューＮ4,921 羽中 

 総合優勝、ボルドーＮ2,527 羽中総合2 位、同Ｎ2,128 羽中総合4 位、同Ｎ6,680 羽中総合5 位、同Ｎ2,772 



羽中総合7 位、同Ｎ8,691 羽中総合20 位、ベルジェラックＮ2,394 羽中総合23 位、アジャンＮ1,928 羽 

中総合7位、同Ｎ6,379羽中総合36位 19年ポーランド・オリンピアード超長距離オランダ代表第1 位 

祖父)ＮＬ08-3829561 Ｇ．コウタース血統 

祖母)ＮＬ10-3028296 コール・デハイデ血統 

母)ＮＬ17-1360346(17年遅生まれ) ＤＣ Ｃ．デハイデ作 

祖父)ヨンゲ・ドン・ミッシェル ＮＬ08-3818593 ＢＣ Ｃ．デハイデ作翔 バルセロナＮ7,046羽中総合94 

位、同Ｎ6,392羽中総合100位、ペルピニャン381羽中優勝、同Ｎ4,978羽中総合17位他ベルジェラ 

ック入賞 バルセロナZLU3 年間のN エース鳩第1 位 ドン・ミッシェル×ＮＬ07-1838400    

祖母)マリアンヌ ＮＬ12-3220480 ＢＣ Ｃ.デハイデ作翔 14141414 年サンバンサンＮ年サンバンサンＮ年サンバンサンＮ年サンバンサンＮ9,7459,7459,7459,745 羽中総合優勝、リ羽中総合優勝、リ羽中総合優勝、リ羽中総合優勝、リ    

モージュモージュモージュモージュ2,7622,7622,7622,762 羽中総合羽中総合羽中総合羽中総合210210210210 位位位位    インテールト・クランパー×ペルピニャン・ドィビンの娘  

 

 

【152】ＮＬ21-1261827 ＢＣ ♂ コール・デハイデ作 ※バルセロナ・ペア直仔 

父)バルト ＮＬ16-3618150 ＢＣ ヤンセン共同鳩舎作翔 バルセロナ4,477 羽中総合2 位、同ＩＮ12,315 

羽中総合3 位、マルセイユＮ2,735 羽中総合18 位 

 祖父)バルトの父 ＮＬ14-3435835 ＢＣ フラン・ヤンセン作 両親共ヤンセン×コール・デハイデ 

 祖母)バルトの母 ＮＬ15-3534547 Ｂ ヤンセン共同鳩舎作 両親共ヤンセン×コール・デハイデ 母は 

バルセロナＮ総合34、37 位 

母)ブルー・ドリーム ＮＬ12-3220448 Ｂ Ｃ．デハイデ作翔 15年バルセロナＮ5,183羽中総合2位、同ＩＮ 

19,089羽中総合4位、マルセイユＮ4,899羽中総合155位 

祖父)ヨンゲ・ドン・ミッシェル ＮＬ08-3818593 ＢＣ Ｃ．デハイデ作翔 バルセロナＮ7,046羽中総合94 

位、同Ｎ6,392羽中総合100位、ペルピニャン381羽中優勝、同Ｎ4,978羽中総合17位他ベルジェラ 

ック入賞 バルセロナZLU3 年間のN エース鳩第1 位 ドン・ミッシェル×ＮＬ07-1838400    

 祖母)ＮＬ09-3959144 ＢＣ Ｃ.デハイデ作翔 ベルジェラック4,096羽中総合13位 マルティン×ペ 

ルピニャン・ドファーの孫 

 


